
幸せ視点の経営学を学ぶ、革新的なオンラインスクール

22年冬期 (11期) ゼミ受講者 募集

チームづくりを学ぶ。 
事業づくりを学ぶ。



ブロ

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」 

幸せ視点の経営学

hintゼミは「幸せ視点の経営学とイノベーション」を 
三ヶ月で学ぶ、革新的なオンラインスクール



なぜ、今、幸せ視点なんだろう？



それは、テクノロジーの指数関数的な進化が 
  組織や事業のあり方に、激震をもたらしているからです。

ムーアの法則
1965年にインテル共同創業者ゴードン・
ムーアが論文で唱えた「半導体の集積率は
18か月で2倍になる」という業界の経験則



20世紀の成長エンジンが、21世紀では衰退エンジンとなってしまった

① 情報のオープン化、人的交流の活性化

② 正解のない、創造的な仕事の増加

③ 金余り、起業における資金価値が低下

④ コロナで自発的な働き方、副業シフト

⑤ 一年先が読めないVUCA*1な経営環境

21世紀に起きた環境変化

① 従来の統制手段が使えなくなった

② 賞罰の仕組みが生産性を落とした

③ 規模の経済が負に働くようになった

④ 規律や評価など管理の前提が崩れた

⑤ 中央集権構造が機能しなくなった

機能しなくなった仕組み

*1 … Volatility (変動性)、Uncertainty (不確実性)、Complexity (複雑性)、Ambiguity (曖昧性・不明確さ)



部長会議から課長が戻ってきた。予算の未達に対しての厳しい指摘をされたんだろう。最近、課長はいつも疲れた表情だ。数字達成へ
の圧力で、職場の空気は重くなり、クリエイティブな会話も途絶えがちだ。 

しかも弱り目に祟り目で、現場ではサービスへのクレーム対応に追われていた。簡単な改善で顧客満足は高まるのだが、問題は他部門
の管轄と重なることだ。稟議書を回すだけでも一手間で、どうしても後回しになってしまう。 

近年、広告の反応は目に見えて落ちており、新規顧客も先細りする一方だ。このまま大幅な未達で終わってしまうのか。いやいや、 
そんなことじゃだめだ。結果がすべて。会社の方針だ。余計なことを考えず、無理をしてでも数字をつくる。それが仕事なのだ。

  20世紀のパラダイム「工業時代の組織のワンシーン」



顧客からサービスに対するクレームが入った。当社では「問題は学習の機会である」という文化が浸透しており、このようなトラブル
が理由でメンバーの責任が追求されることはない。だから安心して、問題の解決に取り組めるのだ。 

この件では直ちにサービス部門と協議し、応急措置と改善アクションが決まった。速やかに顧客に報告するとともに、現状のサービス
に対する意見もいただいた。作り手には気づきにくい細やかな指摘に、社として心からの感謝を伝えた。 

顧客と営業社員と開発社員はひとつのプラットフォームでオープンにつながっているので、こんな相互フィードバックもリアルタイム
にできるし、経験や知識も蓄積されていく。対話を通じて顧客に安心と満足をお届けできることが、高い顧客継続率を生んでいる。

  21世紀のパラダイム「知識時代の組織のワンシーン」



20世紀型 経営 (お金視点) 21世紀型 経営 (幸せ視点)

組織の資産の最大化 価値基準 人の幸せの最大化

独占 (モノポリー) 目標 持続 (サステナブル)

最短の成長 (グロース) プロセス 自然な繁栄 (ナチュナル)

垂直 (ヒエラルキー) 組織 水平 (フラット)

計画と統制 (PDCA) マネジメント 持続的な学習 (OODA)

外発的動機づけ (お金と地位) 動機 内発的動機づけ (本質的な幸せ)

お金を稼ぎ、出世する機会 仕事 楽しみ、成長し、貢献する機会

20世紀最高の経営者 General Electric 
元CEO ジャック・ウェルチ氏

21世紀のゼブラ企業 Teach for America 
CEO ウェンディ・コップ氏

20世紀と21世紀、経営に求められる価値観の変化



「VUCA*1 な環境」から学び、最適化し続けるには？ 
↓ 

社員が自ら考え、学びあう「自律的な組織」をつくるには？ 
↓ 

「社員の内発的な動機」を生み出す環境をつくるには？ 
↓ 

「社員の幸せ」を成長エンジンとする組織をつくるには？

21世紀、知識時代の経営課題



① 社員の幸せが「成長エンジン」となる組織を営む 
② 顧客の幸せが「成長エンジン」となる事業を営む 
③ 組織と事業の繁栄が「社会課題」を解決する

社員の幸せ 顧客の幸せ 社会の幸せ

「幸せ視点の経営」とは …



ブロ

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」 

幸せ視点の経営学

hintゼミで学ぶのは、明日から役立つ「幸せ視点の経営学」

□  新しい事業、どうひらめく？  
□  最小コストで、どう事業を成功させる？ 
□ 自然と広がるファンの基盤をどうつくる？

□  自走するチームをどうつくる？  
□  学習し、再生する組織をどうつくる？ 
□  個人の幸せと組織の成果をどうつなぐ？



□ 自走するチームをどうつくる？  
□ 学習し、再生する組織をどうつくる？ 
□ 個人の幸せと組織の成果をどうつなぐ？

□ 新しい事業、どうひらめく？  
□ 最小コストで、どう事業を成功させる？ 
□自然と広がるファンの基盤をどうつくる？

こんな悩みを解決する技術を学ぶオンラインスクールです

組織の悩み

事業の悩み



ゼミ講師

クラス

教科書

学び方

受講者の声

カルチャー

今から６つの視点で

のことをお話します



講師のプロフィール

ゼミ講師 クラス 教科書 学び方 受講者の声 カルチャー



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 
 1991年　株式会社フレックスファームを創業 
 2000年　インテル、メリルリンチ他から30億円超の資金調達 
 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 
 2016年　学習院経済学部経営学科 特別客員教授に就任 
 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



■ 専門分野その１「新しい時代の企業経営」

■ 社内 (役員社員向け) 講演実績 
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 多数 

■ 社外 (顧客向け) 講演 
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 多数

「だから僕たちは、組織を変えていける」 

組織に「やさしさ」を取り戻すことで、自律的な課題解決ができるようになる。そのために
僕たちは「結果」よりも「関係性」から向き合うことだ。「世界の経営学、組織論、リーダー
論によって解き明かされた「組織の真実」と、たったひとりから組織の空気感を変えていく
ための超実践的メソッド。「心理的安全性の創出」「仕事の意味の共有」「内発的な動機づ
けの具体的な手法を「成功循環モデル」に準じて解説。管理職やリーダーから、現場の社員
まで、すべての働く人に、一人から組織を変えていくための知見と技術をお伝えする。



■ 専門分野その２「ビジネス・インキュベーション」

「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。Amazon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Uber、ホテル業界におけるAir bnb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、「業界破壊企業」である。新しい「業界破壊企業」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。
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　　　　　創業にこめた思い 
21世紀に入り、わたしたちはとても多くのことを学びました。リーマンショックからは、お金
より大切なものがあることを。コロナショックからは、それがきっと幸せであることを。長い 
あいだ世界を支配していた物質的な価値観から、わたしたちは目覚めはじめているようです。 

新しい世紀にふさわしい「幸せ視点で再構築した最新の経営学」を学ぶ場を 
つくりたい。人やお金の悩みを、科学的に解決できる学校をつくりたい。 
そして、世界をもっと優しく、クリエイティブなところにしたい。僕がヒント 
にこめた思いです。公開しているゼミの教材をご覧いただれれば、その志が 
きっと伝わることと思います。 

時代の変化を感じ、人生を見つめ直し、最新の学びを楽しみたい。 
いろんな人たちと交流し、生涯を通して学びを深めたい。そんな 
方々のためにhintをつくりました。もしよろしければ 
この新しい学びの場をぜひ体験してみてください。 創業者／講師   斉藤 徹  

とんとん と呼ばれてます



hintゼミ、３つのクラス

ゼミ講師 クラス 教科書 学び方 受講者の声 カルチャー



1. 経営クラス (20名限定) 
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、ぎゅっと凝縮された講座です。 

2. リーダークラス (30名限定) 
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 (20名限定) 
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。



経営クラス   学習スケジュール

1/7(金) 
20:00 ～

3/18(金) 
20:00 ～

入学式 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

 入学式 
オンラインイベント

2/16(水) 
20:00 ～

経営クラスの標準学習時間は 40時間/3ヶ月 (講義動画 15時間、Zoom会議 25時間)　週あたりの換算で ４時間 
申し込み後に都合のよい日時をお聞きしてチームを編成し、Zoom会議を実施。状況に応じて他チーム参加も可能



リーダークラス   学習スケジュール

入学式 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

入学式 
オンラインイベント

リーダークラスの標準学習時間は 30時間/3ヶ月 (講義動画 10時間、Zoom会議 20時間)　週あたりの換算で ３時間 
申し込み後に都合のよい日時をお聞きしてチームを編成し、Zoom会議を実施。状況に応じて他チーム参加も可能

1/7(金) 
20:00 ～

3/17(木) 
20:00 ～

2/9(水) 
20:00 ～



イノベーションクラス   学習スケジュール

入学式 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

入学式 
オンラインイベント

イノベクラスの標準学習時間は 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)　週換算で 5時間 
申し込み後に都合のよい日時をお聞きしてチームを編成し、Zoom会議を実施。状況に応じて他チーム参加も可能

1/7(金) 
20:00 ～

3/16(水) 
20:00 ～

2/11(金) 
20:00 ～



① 親身なコンシェルジュ・サービス 
親身なコンシェルジュ、わたるです。あなたに寄りそい、 
ビジネスを一緒に考え、最適なサービスをご案内します！

② 渾身の起業支援

起業経験30年、とんとんです。 

本気モードの挑戦者の起業を 
本気モードで支援します！ 

自然と売れるサービスを 
一緒に考え、創りましょう。

④ 実践的なデジマ支援

デジマ15年、起業家のノリです。 

新規事業を成功させるキー 
オンライン集客を支援します！ 

広告・SNS・PR・サイト制作 
最適な専門家を紹介します。

③ 手厚いファンベース支援

絆づくり、ミッキー&トニーです。 

パートナー、サポーター、 
応援団づくりを支援します！ 

動画やコミュニティ、クラファンで 
はじめの100人を共創します。

⑤ きめ細かな調査支援

調査専科、ふくすけ&きのぴです。 

事業の実現に向けた課題と解決策
の発見のために支援します。 

競合・助成金・特許申請・規制 
いろいろ調べ尽くします。

講座目的：イノベクラスの延長で、PSF/PMFを実現する 
　　　　　あなたの「好きや強み」をビジネスにする 
受講資格：CPFをクリアした、イノベクラス卒業生 
受講料金：15万円／3ヶ月

(参考) PMFスタジオ ～ イノベーション卒業生を全力で応援する実践講座

PMFスタジオは、hintゼミのイノベーションクラス卒業生の起業 (副業を含む) を全力で支援する実践講座です。 
4-6名程度の少人数を想定し、ゼミ卒業生が中心となり、個別に、手厚く、愛のこもったサービスを提供します。



学びのコンテンツ

ゼミ講師 クラス 教科書 学び方 受講者の声 カルチャー



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 経営や組織開発に関わる人 
(経営者、人事、経営企画など)

チームで仕事をする人 
(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)

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)

クラス定員 20名限定*1 30名限定*1 20名限定*1

*1 … 新規募集人数、各期、定員に達すると締切りになります
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  エグゼクティブ・インサイト (幸せ視点の経営学)

経営の歴史  

経営学の源流を学ぼう 
・経営学とはなにか？ 
・組織はどのように成長するのか？ 
・経営学はどうして生まれたのか？ 

数字か、人か 
・大戦を終えて、経営学はどうなった？ 
・オイルショックは、経営をどう変えた？ 
・ソ連が崩壊、経営はどこに向かったか？ 

経営の本質 
・資本主義への疑問、本質はなんなのか？ 
・新しい世紀、世界は何を目指すんだろう？ 

経営の未来 

組織の常識を疑おう 
・組織の常識は、ほんとうに正しいのか？  
・人類を超える規模の組織とは？ 
・ヒトの社会は複雑すぎないだろうか？ 
・シンプルなルールで、複雑な組織は動く？ 

常識を超えた遺伝子を持つ企業 
・社員同士が相互契約する会社！ 
・社内で民主主義を実現している会社！ 
・社内にアイデア市場がいる会社！ 
・未来型組織に九通しているもの 

ティール組織 
・未来型組織のキーワードを整理しよう 
・人間の「知性発達」には段階がある？ 
・組織の知性発達とパラダイムの進化 
・世界の最高のティール組織とは？ 

幸せ視点の経営 

幸せ視点の経営、その原体験 

ソーシャルシフト 
・21世紀、社会のパラダイムシフト 
・グローバル資本主義 × インターネット 
・金融危機 × ソーシャルメディア 
・パンデミック × ウェブ会議 

時代がもとめる理想の組織 
・時代がもとめる理想の組織 
・お金視点の組織から幸せ視点の組織へ 

幸せ視点の経営とは 
・幸せ視点の経営とは 
・幸せ視点の組織を動かすメカニズム 
・幸せ視点へのシフト、その課題

経営 
クラス

リーダー 
クラス

イノベ 
クラス

・教科書  442ページ 
・補足資料  442ページ
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  リーダーシップ・フレームワーク (リーダーの技術)

新しいリーダーシップ  
日本的経営の課題はどこにあるのか？ 
技術革新はリーダーにどう影響を与えたか？ 
新しい時代のリーダー像とは？ 
新しいリーダーシップが担う役割とは？ 

意味を共有する技術 
人の心を動かすものはなに？ 
ビジネスにおける「意味」とはなにか？ 
組織における「北極星」とはなにか？ 
優れたリーダーは北極星をどう伝えるのか？ 

対話の場をつくる技術 
21世紀は対話の時代 
プロジェクト・アリストレス  
心理的安全性を崩す、ビジネスの思考 
心理的に安全な場をつくる技術 

人を動機づける技術 
モチベーション3.0 
自律性を高める技術 
有能感を高める技術 
関係性を高める技術 

問題を解決する技術 
問題を発見し、アクションする 
対人関係の問題を解決する 
チームの問題を解決する 
学習の循環をつくる 

幸せの起点となるヒント 
今に集中する 
自分自身の受け入れる 
現実を正しく認識する 
シンプルに生きる 
完璧主義を手放す 
ポジティブ共鳴の起点となる  
冒険からはじめる 

・教科書  409ページ 
・補足資料  235ページ

経営 
クラス

リーダー 
クラス

イノベ 
クラス
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フレームワーク・コンセプト 

Zero to One ～ アイデアを発想する 
1. 自分の真の目標を探索する 
2. 解決したい課題を発見する 
3. 正しい問いで、アイデアをひらめく 
4. アイデアをひとつに絞る 

CPF ～ 顧客に共感し、課題を発見する 
1. ペルソナを考える 
2. ペルソナのインサイトを考える 
3. インサイトを満たす代替品を検索する 
4. CPFインタビューをする 
5. CPFアイデアをサマリーする 

PSF ～ 課題に対する解決策をつくる 
1. 顧客のジョブを考える 
2. バリュー・プロポジションを考える 
3. 最適なビジネスモデルを考える 
4. プロトタイプを制作する 
5. PSFインタビューをする 
(参考) プレゼンテーションを制作する 

PMF ～ 市場が受け入れる製品をつくる 
1. MVPを開発する 
2. はじめの100人のつくりかたを考える 
3. PMFにチャレンジする  
4. 成長エンジンを磨く

・教科書  254ページ 
・ワークブック  11ページ

経営 
クラス

リーダー 
クラス

イノベ 
クラス  イノベーション・フレームワーク (事業創造の技術)



独自の学習メソッド

ゼミ講師 クラス 教科書 学び方 受講者の声 カルチャー



学ぶ つながる 実現する× ×

● 学ぶ ～ 圧倒的なクオリティとボリューム 
hintゼミの教材をご覧ください。リーダーシップ、イノベーション、ソーシャル、ラーニング。最新の経営学を「幸せ視点」で 
再構築しました。いつでもどこでも学べるわかりやすい動画によって、深い知識を系統立てて習得することができます。 

● つながる ～ 学びが深まるチームラーニング 
hintゼミの特徴は、Zoomベースのチームラーニング。５人前後のチームにわかれて、ファシリテーターも交えて、毎週のテーマ
を話しあいます。心理的に安全な場で、多様な視点からの対話を重ねることで、学びが深まり、実践的な技術も身につきます。 

● 実現する ～ 本気モードの実践講座 
hintゼミを卒業すると、実践講座 hintスタジオに入れます。新事業の立ち上げたい人が集う起業部や、組織をよりよくしたい人
が集う人事部など、学びを実践に移すための場が多くあります。学んだら行動する。困ったら助けあう。私たちの文化です。



講義資料で復習

参考図書で深堀り

最新の動画で学習
2021年に全編完全にリニューアル 
最新の経営学と イノベーションを 
高品質な動画で、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(入り口の必修講座)

経営クラス 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 プラス (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 
・・・



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 経営や組織開発に関わる人 
(経営者、人事、経営企画など)

チームで仕事をする人 
(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(入学式、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(入学式、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(入学式、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
・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 
・カルチャーブック

・リーダーシップ・フレームワーク 
・カルチャーブック 

・イノベーション・フレームワーク 
・カルチャーブック 

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 / Notion (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 …

ゼミの学びから、コミュニティでの共創へ



卒業後もずっと続く生涯の学びの場、ラーニング・コミュニティ

受講生として学ぶ

支援しながら学ぶ

① 経営クラス ② リーダークラス ③ イノベクラス

④ 経営LF ⑤ リーダーLF ⑥ イノベLF

事業を立ち上げる

組織を改革する

⑦ PMFスタジオ

⑧ HODスタジオ

運営チームに入る ⑨ ゼミユニット ⑩ ティールズユニット ⑪ プラスユニット

hintを自社事業にする ⑫ hintエンタープライズ

⑬ hintプラス
ゼミ 
(有償)

ティールズ 
(無償)

スタジオ 
(有償)

プラス 
(無償)みんなで学びあう

もっと学びたい

学びを実践したい

つながりを深めたい

自社事業に活かしたい

ゆるくつながりたい



hintプラス [アート]hintスタジオ [クラフト]

(参考) hint ３つの学びの場 
経営学の権威、ヘンリー・ミンツバーグ教授は、経営には３つのエッセンスが必要だと
説きました。サイエンス(理論)・クラフト(経験)・アート(直感と創造性)です。

論理 (言語的) 経験 (本能的) 創造性 (視覚的)
実現可能性 有用性 斬新さ
計画 冒険 ビジョン

情報と評価を通じた 
体系的な分析

行動と実験を通じた 
ダイナミックな学習

内省とビジョンを通じた 
包括的な統合

参考：ヘンリー・ミンツバーグ著「MBAが会社を滅ぼす」

hintゼミは、サイエンスの場。幸せ視点で再構築した最新の経営学を学びます。 
hintスタジオは、クラフトの場。組織づくり、事業づくりの実践を経験します。 
hintプラスは、アートの場。幅広い領域の学びを通じて、直感と創造性を養います。

hintゼミ [サイエンス]



hintな人たち (受講生)

ゼミ講師 クラス 教科書 学び方 受講者の声 カルチャー



hintゼミ8期 (21春期) メンバー属性 (全84名)

性  別 世  代 地  域 企 業 規 模

男性 
53人

女性 
31人 X世代 

43人
Y世代 
39人

Z世代 2人

東日本 
61人

西日本 
22人

海外 1人
大企業 
19人

中小企業 
57人

個人 8人

hintゼミ8期  メンバー属性 (全84名)



hintゼミ8期 (21春期) メンバー属性 (全84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

14
1
3
5
7
8

13
14
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
4
4
3

6
6
7
9

20
23

業　種 職　種

hintゼミ8期  メンバー属性 (全84名)



hintゼミ8期 (21春期) メンバー属性 (全84名)

hintゼミ8期  満足度調査 (匿名調査・回答者は84名中51名)

「経営／リーダークラス」に3か月参加してみて 
全体としての満足度はいかがでしたか？

非常に満足 
25人

満足 
10人

普通 1人

(不満・非常に不満は、ともに 0人)

非常に満足 
4人

満足 
9人

普通 2人

「イノベーションクラス」に3か月参加してみて 
全体としての満足度はいかがでしたか？



hintゼミ8期 (21春期) メンバー属性 (全84名)

hintゼミ8期  顧客推奨率 ネットプロモータースコア調査 (匿名調査・回答者は84名中51名)

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？

非常に満足 
25人

0
2
4
6
8
10
12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

イノベーション 経営学

ネットプロモータースコア  31.4 pt

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/

検討している人がいたら、背中を確実に押すとは思います。あとは、将来部
下ができたとき、同様に勧めると思います。 

動画の質が高いため。とんとんに直接悩み相談ができるため。カルチャーが
素敵なため。 

幸せ経営について伝えていきたい、やりたくてもやり方を知らない人が多い
と感じたから。 

自分のキャリアについて迷っている人がいれば薦めたい。 

同じ価値観の仲間達と出会える。実務に活かせる幸せ経営学の理論が得られ
るから。 

トーンが合う人には絶対に進めたいが、トップダウン管理思想が根強い人に
は受け入れられなそうなので８にしました。 

期待以上のコンテンツとコミュニティだから 

hintゼミの仲間は財産だと感じたから、長い将来を見たときにきっと良い付
き合いになると感じたから。 

コミュニティを広げたい人や、これから事業展開したい人に勧めたいです。 

会社の自分や家庭の自分、というような固定された自分に窮屈さや違和感を
感じている人にはとても良い場だと感じたかな。

それはなぜでしょう？

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8期 NPSは 31.4pt (匿名、81名中51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 は
それを遥かに上回る高い受講者評価(顧客推奨度)をいただきました。



hintゼミ8期 (21春期) メンバー属性 (全84名)

hintゼミ8期  継続利用意向 ショーンエリスのテスト調査 (匿名調査・回答者は84名中51名)

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？ 長く続く人脈としてすごく有用だし、なかなか自分の悩みや弱みをさらけ出

せる相手って成長するにつれて減ってきてしまうと思うから。また仕事をし
ていると仕事に関する悩みを吐露することは難しいかもしれなくて、その反
面、コミュニティにざっくばらんに集まってくる理念を共有できているメン
バーというの心強い仲間になると思う。 

皆さん本当に家族みたいであたたかい上に、とても尊敬している方々だから
です。同じカルチャーを尊重されていることも、大きいです。異なる価値観
の方と関わるのも好きですが、なくなってしまったら悲しいと思うほど愛着
があります。 

hintゼミは、仕事仲間、家族、友人とも異なる、永くお付き合いしたい人た
ちが集まっている場なので。非常に多様な方々が参加されているようなの
で、繋がっていること自体に価値があると思います。 

もう体の一部のように感じているので、死んじゃうと思う笑。このようなゼ
ミ・コミュニティは他にないので、「機会を失う」ことの損失は多くの人に
とっての損失になります。 

学び続ける、ことが大事と気づけたので、ここで終わりは勿体無いし、終
わってしまうのが危機感もあります。 

今後課題などが発生した場合のよりどころとなっていくような気がします。

それはなぜでしょう？
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使っていない 残念ではない まあまあ残念 非常に残念

イノベーション 経営学

非常に満足 
25人ショーン・エリスのテスト  72 %

シリコンバレーにおけるVCの投資指標 ～ 40%超でPMF達成

hintゼミ8期におけるショーン・エリスのテストは 72% (匿名、53名 
中36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、投資家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、極めて高い継続利用意向をいただきました。



hintのカルチャー

ゼミ講師 クラス 教科書 学び方 受講者の声 カルチャー



hint カルチャー 

最後にhintが一番大切にしているものをお伝えします。それは目に見えない資本、組織 
の土壌であるカルチャーです。 

カルチャーは、組織の持つ「不動の信念」と「たゆまぬ学習」から生まれます。時間を
かけて、すこしずつ積み上げられてゆく無形の創造物です。 

わたしたちが大切にしている文化は「学習し、進化し続ける組織」の基盤であり、人が
生まれたときから持っている好奇心、向学心、創造性を呼び戻すものです。 

「しなくちゃ」から「したい」へのシフト。その土壌となる組織文化を共創するために
私たちが大切にする、８つのコアバリューをご紹介します。



しなくちゃをしたいにするヒント

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

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

シェアド・リーダー 
最適なリーダー、最高のフォロアー



心理的安全性の場。大人のワクワク学び場。安心・互助・創造。性善説立証の場。学習意欲が高い。 
自然体。対話好き。仕事とリンクさせてる。GIVE&GIVE。自立してる。心理的安全性を大切にした温かさ。 

あったか空間。良い意味でゆるい。学びが止まらない。ベタベタしない愛情。人の笑顔のために。 
心地よい共感。愛にあふれている。向上心。エイジレス、ボーダーレス、カインドネス。受けとめあう関係。 
にぎやか。ゆるやか。寛容だから進化できる。緩い繋がり。安全安心。絶対的な心理的安全性の確保。 
フラット。バランス。優しさ。思いやり。コラボ。繋がり。クリエイティブ。暖かい風土。自主。 

アクティブラーニング。アート&クラフト。フラット。ふらっと気軽に立ち寄れる。気づき。心穏やか。 
学びに貪欲。ワクワク、ほかほか。幸せ視点を学び、つながり、実現する場。GIVER。結果より過程。 
ワクワクする。幸せ視点が共通項。安心感。自分の幸せ、みんなの幸せを立ち返る場所。学び合う仲間。 
エネルギーのある人たちからパワーをもらえる。個性や強みが異なる人たちとの共創の場。リスペクト関係。 
ポジティブなサイクル。学びあい、高めあう、ゆるやかなつながり。循環する学び。あったかい。誠実。 
なんでも言える。安心・安全が本当にそこにある。自分のスタイルに合わせて、カタチを変える。同志。 

学びのスタイルも関係性も、ウェットな付き合いもクールな付き合いも、自分が望むカタチで。 
やりたいがつながり、めちゃ素敵なわくわくに。自然体。しなくっちゃの世界から、したいの世界。

受講者の方に聞いてみた「hint をひとことで表現すると？」

2021/3/26 アンケートより。いただいた「ひとことワード」をそのまんま転記。太字はふたつ以上あった同義語



hintの世界へ、ようこそ



ワクワクしながら「最新の経営学」が学べる 
  hintの世界へ、ようこそ！



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

受講の申し込みはウ
ェブから。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
からご連絡します。
会員サイト案内、チ
ーム編成、Slack登
録、自己紹介投稿の
お願いなどです。

2.
ゼミ料金の支払い
クレジットカード決
済が基本ですが、銀
行口座振込も可能で
す。企業向け締め支
払いのご相談にも柔
軟に対応します。

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。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。



クレジット決済後に、自動的にお送りする情報

① hint会員登録のご案内 
hint会員の登録をすると、会員ページから予習したり、さまざまなイベントに参加できます。 

② hint無償講演のご案内 
会員向けサービスとして Zoom講演を無償で (二回まで) 提供します。対象はイベントや企業内講習です。 
　1. [hintゼミ無料体験講座] 心理的な安全な場づくりの技術 (講演60分 + 質疑30分) 
　2. [hintゼミ無料体験講座] 2021年版業界破壊企業と最新イノベーション手法 (講演60分 + 質疑30分) 

③ チーム編成のためのアンケートのご案内 
希望の時間帯と競合企業回避などを配慮の上でチーム編成しますので、そのためのアンケートです。



企業向け「hint エンタープライズ」導入もはじまりました

❶ 企業向け研修プログラム hintゼミの内容を企業向けにカスタマイズした企業向け研修プログラムです。
経営学コースとイノベーションコースをご用意しています。

❷ ぎゅっと短縮 hintゼミで3ヶ月かけて学ぶ内容をぎゅっと短縮しているので、最短3日間で
学ぶことができます。

❸ 内容はhintゼミと同じ 学ぶ時間を短縮しているからと言って、内容がhintゼミより劣っているわけで
はありません。内容はhintゼミと同じです。

チームビルディングに特化してほしい、業種特化した表現や事例を盛り込んで
ほしいなど、自由自在に研修内容をカスタマイズすることができます。❹ カスタマイズ自由自在

hintゼミと同じように、Zoom上で動画を視聴しながら完全オンラインで受講
することができます。❺ 完全オンラインで受講



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。

hintゼミのサイトには、こんな情報があります。 
 

□ ゼミの教科書の中身を、すべて閲覧できます。 
□ ゼミを受講した多くの方の声を、ご覧いただけます。 
□ ゼミの「説明会」をご案内しています。 
□ 斉藤徹のサイト (Join the dots) に飛ぶと、数多くの無料コンテンツをDLできます。 
　・最新の業界破壊企業 (Disruptor50) に関する情報 
　・ソーシャルネイティブ、Z世代に関する情報 
　・リーダーシップとイノベーションのフレームワーク など



2021年11月29日 出版 
「いいチームのつくりかた」 
  この本に、体系化しました。
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■ 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


