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幸せ視点の経営学を学ぶ、革新的なオンラインスクール

完全準拠

新しいチームづくりを学ぶ。 
新しい事業づくりを学ぶ。
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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



©2022 Toru Saito

なぜ、今、幸せ視点なんだろう？



©2022 Toru Saito 出典：ピーター・ドラッカー「ポスト資本主義社会」2007年

「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』



©2022 Toru Saito 出典：ベイン／EIU合同調査 (N=308)
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満足していない 満足している 当事者意識あり やる気に溢れる

エンゲージメントの高い社員の生産性は２倍超

「エンゲージメント」とは、社員やユーザーが、その企業や製品に対して感じる「愛着度」や「心のつながり」 
を表す言葉。社員の場合に、広義で「熱意」「仕事に対するワクワク感」「幸福感」などを表すことも多い。

知識労働の生産性のキーは、社員のエンゲージメント

満足している社員を 
100とすると
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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 (知識社会) の経営」とは
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(参考) 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」

▲ 
hintの目指す幸せ … 意味のある人生 
「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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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、経営に対する価値基準の変化
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「いい組織」と「いい事業」は、切り離せない。 
 

「やる気に満ちた組織」を持続的に繁栄させるには「ファンに 
愛される事業」が必要だし、「ファンに愛される事業」を 
持続的に繁栄させるには「やる気に満ちた組織」が必要です。 

 
組織(ウチ)と事業(ソト)は「パーパス」によって一貫性を持ち 
個人の幸せと社会的な価値を、持続的に創出します。
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hintゼミは「幸せ視点の経営」のメソッドを 
実践を通じて学ぶ、オンラインの生涯学校です。 

 
経営／リーダークラス … 社員視点の科学的な組織づくり 
イノベーションクラス … 顧客視点の科学的な事業づくり
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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
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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
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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「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。
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■ 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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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

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

幸
せ

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
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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
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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
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1. 経営クラス (新規会員 30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。経営学の歴史と未来から「知識社会に
ふさわしい経営スタイル」を俯瞰。その知識を実践するためにやる気に満ちたチームづくり
もあわせて学ぶ、非常に内容の濃い講座です。『だかぼく』に準拠して全面刷新しました。 

2. リーダークラス (新規会員 35名限定) 
やる気に満ちたチームづくりを学ぶクラスです。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つくればいいのか。経営学の最新メソッドを体系的、
自分ごとで問題解決を学ぶ実践的な講座です。『だかぼく』に準拠して全面刷新しました。 

3. イノベーションクラス (新規会員 15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。卒業生には事業化を支援する「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３ヶ月集中講座。学びはオンラインで完結です。
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テーマ６

経営クラス   学習スケジュール

4/7(金) 
20:00 ～

6/23(金) 
20:00 ～

入学式

テーマ２

テーマ１ テーマ３ テーマ７テーマ５

テーマ４ テーマ８ 発表会

「経営の歴史」 
チームラーニング

「幸せ視点の経営」 
チームラーニング

「経営の未来」 
チームラーニング

「自分を変える」 
チームラーニング

「新しいチーム」 
チームラーニング

 入学式 
オンラインイベント

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

卒業式 
オンラインイベント

交流と課題

交流と課題シェア 
チームラーニング 
with とんとん

クラス発表式 
オンラインイベント

「関係の質を変える」 
チームラーニング 
with とんとん

「思考の質を変える」 
チームラーニング

テーマ６

「行動の質を変える」 
チームラーニング 
with とんとん

「変革の起点となる」 
チームラーニング 
とんとん 1on1

テーマ９ 卒業式
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テーマ６

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 クラス交流 テーマ６テーマ４

テーマ３ 課題の解決 発表会

「自分を変える」 
チームラーニング

「新しいチーム」 
チームラーニング

 入学式 
オンラインイベント

卒業式 
オンラインイベント

交流と課題

クラス発表式 
オンラインイベント

「関係の質を変える」 
チームラーニング 
with  とんとん

「思考の質を変える」 
チームラーニング

テーマ５

「行動の質を変える」 
チームラーニング

「変革の起点となる」 
チームラーニング

クラス交流

クラス内の交流 
相互理解の会

課題解決の会 
チームラーニング 
とんとん 1on1

クラス懇親の会 
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

卒業式

交流と課題シェア 
チームラーニング 
with とんとん

4/7(金) 
20:00 ～

6/23(金) 
20:00 ～
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テーマ６入学式

テーマ２

テーマ１ テーマ３ テーマ６とんとん対話

テーマ４ テーマ７ 発表会

卒業式

「アイデアの集約」 
チームラーニング 
with とんとん

「アイデアの発想」 
チームラーニング

 入学式 
オンラインイベント

卒業式 
オンラインイベント

交流とゴール

 自己紹介とゴール 
チームラーニング

クラス発表式 
オンラインイベント

「CPFインタビュー」 
チームラーニング

今後の進め方 
とんとん 1on1

テーマ５

「価値の提案」 
チームラーニング

「プロトタイプ」 
チームラーニング

クラス交流

「ペルソナ分析」 
チームラーニング

クラス懇親の会 
オンラインイベント 
メンバー相互支援

イノベーションクラス   学習スケジュール

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

「PSFインタビュー」 
チームラーニング

4/7(金) 
20:00 ～

6/23(金) 
20:00 ～
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hintゼミ 受講料金 (税込み)

イノベーション

6 万円 
(月 2万円)

リーダー

6 万円 
(月 2万円)

経 営

12 万円 
(月 4万円)

hint会員 
入会金

3 万円 
(初回のみ)

＋

hintゼミの受講費用は「入会金と受講料金の合計」のみ。卒業後も、最新の動画やテキストを閲覧できるだけで
なく、卒業生が交流するコミュニティ(Slack)や、最新知識を共有するナレッジベース(Notion)にアクセス可能。
部活やイベントへの参加から、自身のコミュニティを立ち上げることまで、無償で活動いただけます。目指して
いるのは「すべての人が安心して学べる、生涯のラーニングコミュニティ」、信念に基づく学びの場です。

例えば、初めて経営クラスを受講する方は「15万円」、すでにhint会員になっている方は「12万円」
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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
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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 12万円 (入会時は別途3万円) 6万円 (入会時は別途3万円) 6万円 (入会時は別途3万円)

クラス定員  30名限定*1 35名限定*1 15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 
クラス

リーダー 
クラス

イノベ 
クラス

・教科書  436ページ 
・補足資料  414ページ

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 

知識社会のパラダイムシフト 

時代がもとめる理想の組織 

幸せ視点の経営とは 
・「お金視点」から「幸せ視点」へ 
・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
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新しい組織づくり  
日本の組織、課題はどこにあるのか？ 
技術革新で、統制力の源泉がどう変わったか？ 
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？ 
自分から始める。一歩をどう踏み出すか 

動機の質を変える 
私を動かす根源にあるものはなに？ 
喜びを追求するってどういうことだろう？ 
夢中を追求するってどういうことだろう？ 
意味を追求するってどういうことだろう？ 
最後に、すこしだけ僕の話を … 

関係の質を変える 
なぜ、今、対話が大切なのか？ 
チームづくりで一番大事なことはなんだろう？ 
なぜ、職場では本音の対話ができないんだろう？ 
心理的に安全の場をつくるにはどうすればいい？ 
心理的安全を創り出すリーダー像とは？ 
心理的安全性の難所と落とし穴とは？ 

思考の質を変える 
人の心を動かすものはなに？ 
ビジネスにおいて「意味」とはなにか？ 
あなたは、仕事にどう意味づけしているか？ 
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？ 
意味を共有するときの難所と落とし穴とは？ 

行動の質を変える 
どうすれば、人はやる気になるんだろう？ 
メンバーの自律性を満たすには？ 
メンバーの有能感を満たすには？ 
メンバーの関係性を満たすには？ 
対人関係の問題をどのように解決するか？ 
内発的動機づけの難所と落とし穴とは？ 

変革の起点となる 
あなたが一歩を踏み出そう 
自分のことを正しく認識しよう 
影響が届くところから始めよう 
小さな成功を育てていこう 
反対者の信頼を得る努力をしよう 
つねにチームの希望でいよう 
共感をつなぎ、影響の輪を広げよう

  リーダーシップ・フレームワーク (リーダーの技術)

・教科書  489ページ 
・補足資料  324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)
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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
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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。
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「動画 × 対話 × 参考資料 ×つながり」で 深く学ぶ

最新の動画で学習
あなたの悩みを解決する実践的な教材 
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

01

チーム対話で腹落ち
毎週、用意されたテーマをもとに 

チームのフォロワーとともに 
主体的、対話的に、深く学びます

02

資料と図書で深堀り
テーマごとに参考資料や図書も紹介 
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

03

つながるゼミ卒業生
ずっと続く学びの場が、心強い応援団 
卒業生が、組織をよくする仲間になります 
卒業生が、あなたの事業を応援します

04
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「動画 × 対話 × 資料 × 参考図書」で 深く学ぶ

③ 
深い学び

③ 教えることで整理する ～  
　 人に教えることで、散らばった知識を体系化する

① 
主体的な 
学び

① 自分ごと化する ～  
　 自分が変わることで、自分の悩みを解決する

② 
対話的な 
学び

② 他人視点で経験する ～  
　 他者の体験を通じて、多様な環境と視点を学ぶ
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コミュニティで共創し、ビジョンを実現する

hintゼミ(三ヶ月の必修講座)

経営クラス リーダークラス イノベーションクラス

ティールズ (経営) ティールズ  (リーダー) ティールズ (イノベ)

hint部活 (みんなで手づくり)

部活 イベント 講座
hint 編集部 
猫部 
焚き火部 
セカキャリ部 
・・・

コーチング講座 
ゴードン読書会 
タケコプターWS 
7つの習慣講座 
・・・

だかぼく講演 
部活説明会 
スタジオ説明会 
各種イベント 
・・・

hintエリアの会

北海道、東北 
関東、北陸 
中部、近畿 
中国、四国 
九州、海外セカキャリ・スタジオ

HODスタジオ

hintスタジオ hint公式部活

イノベネクスト

スモイノの会

PMFスタジオ
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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

ゼミ 
(有償)

ティールズ 
(無償)

スタジオ 
(有償)

プラス 
(無償)

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 ティールズ(経営) ⑤ ティールズ(リーダー) ⑥ ティールズ(イノベ)

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 ⑩ 公式部活コアメンバー ⑪ エリア会コアメンバー ⑫ スタジオメンター

企業hintでコラボする ⑬ hintエンタープライズ

⑭ hintプラスみんなで学びあう

もっと学びたい

学びを実践したい

つながりを深めたい

hintを仕事にしたい

ゆるくつながりたい

第二の人生を踏み出す ⑨ セカキャリスタジオ
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(参考) ドレイファスのモデルを参考にした「技術習得の５段階」

技術習得の段階 直接的な支援 コミュニティ 技術習得の状態

守

第1段階 
初心者

知識を学ぶ だかぼく (読書会)
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段階 
中級者

自ら実践する hintゼミ
各種部活 
イベント

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段階 
上級者

問題解決ができる
ティールズ 
スタジオ

スモイノ会 
イノベネクスト

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段階 
熟練者

自己補正ができる

自身で習慣化する 
実践から絶えず学ぶ

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段階 
達人

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。
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hintプラス [アート]hintスタジオ [クラフト]

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 [サイエンス]

(参考) ３つの学びの場を目指す、hintアカデミー

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ぶ 
hintスタジオ(手作り中)はクラフトの場。組織と事業づくりを実践する 
hintプラス(手作り中)はアートの場。幅広い領域で、仲間と創造性をみがく
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暗黙知

形式知

形
式
知

暗
黙
知 ① 内面化 

hintゼミのチームラーニングを通じて 
「幸せ視点の組織や事業」を実体験する。 

キーは「行動」

② 共同化 
hintスタジオやhintプラス、自社にて 
学びを実践に移し、学習し、共有する。 

キーは「共体験」

③ 表出化 
Slack「スモールイノベーターの会」で 
  自社の取組み・成果・悩みを発表する。 

キーは「対話」

④ 連結化 
書籍・Web・SNS・Notionなどで 
hint外にも広く共有する。 

キーは「データベースによる情報化」

(参考) hint が目指す、SECIモデル による 知の循環と共有
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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



900名を超え、深いつながりを持つhintコミュニティ

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2018/10 2020/01 2020/07 2021/01 2021/07 2022/01 2022/07

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 11期 12期 13期 14期

940名

受
講
者
数



©2022 Toru Saito

hintゼミを受講する方は …

性  別 世  代 地  域 企 業 規 模

男性 
44人

女性 
20人

X世代 
39人

Y世代 
24人

Z世代 1人

東日本 
52人

西日本 
11人

海外 1人

大企業 
23人

中小企業 
39人

個人 2人

hintゼミ21冬期  メンバー属性 (経営30名／リーダー20名／イノベーション14名)
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hintゼミ8期 (21春期) メンバー属性 (全84名)

メーカー
通信IT

広告メディア
建設不動産
コンサル
流通小売
人材教育
ヘルスケア

その他
0 5 10 15 20 25

10
1
3
3
5
7
9
12
14 管理職

経営者
技術

人事総務
企画
営業
自営

事業開発
教育者

0 5 10 15 20 25
2
2
3
4
5
7
9

13
19

業　種 職　種

hintゼミを受講する方は …

hintゼミ21冬期  メンバー属性 (経営30名／リーダー20名／イノベーション14名)
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21冬期  満足度調査 (匿名、経営リーダー：回答29名/50名中、イノベ：回答7名/14名中)

「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 
19人

満足 
9人

普通 1人

(不満・非常に不満は、ともに 0人)

非常に満足 
3人

満足 
3人

普通 1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ゼミを受講した方の満足度は …
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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  44.4 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/

大切な考えを学べる場なので、むやみやたらに吹聴する感じではないですが、
何か自分なりのきっかけを持っている人にはとても素晴らしいコミュニティだ
と思います。 

現状の組織に不満があり、何とかしたいと思っていれば、その回答を自ら学べ
る場がここにあるからです。 

hintゼミが大好きだがら。気づきをいっぱい得られるから。 

会社を変革していくために、自信の会社のメンバーにも今後ぜひ受講を進めて
いきたい。 

毎週の参加は誰にでもできることではないので人を選んで勧めたいです。 

もう勧めてます。日本中の管理職の人が受けたら日本が変わると本気で思えた
から。 

「私の言葉」でhintゼミを伝えきれるかどうか…。「だかぼく」を黙って渡し
て、興味を持つ人がいれば強めに背中を押したいです。あとは私自身が変わっ
ていく姿勢を見てもらい、「私の言葉」で語れるようになったら、ガンガン進
めます。 

自らの積極的に学びたいと思うモチベーションや自分で学ぶ力がないと、hint
ゼミの魅力が半減してしまうので、勧められる人が限られるなと感じた。

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21冬期 NPSは 44.4pt (匿名、36名中64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、 
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ゼミを受講した方の満足度は …

21冬期  満足度調査 (匿名、経営リーダー：回答29名/50名中、イノベ：回答7名/14名中)
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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？ 大切なものを失ったような感覚になります。 

年齢を問わず、一定（心理的安全性や推論のはしごなど）の共通認識をもち、
ホールネスになる仲間が集い、様々なことを取り組められるばであるから。 

心のオアシスとして必要だから。気づきと出会いと進化思考の場だから 

会社以外のコミュニティで、悩みをなんでも話せる場だから。 

今は生きがいだから 

ここまで実践的な経営学を学べるのは他にないから。 

①.hintゼミのように「経営」という切り口で中身が上手くまとまっているカリ
キュラムは他に見たことがないから　②.hintゼミそのものの存在が「学びの
場」であり「学習する組織」「進化する組織」という新しい組織のあり方をそ
のまま具現化している存在だから 

まだまだhintでの学びはこれからだと思っているからです。 

自分にとってのサードプレイスと言える場所ができたため。 

ゼミのメンバーと仲良くなってきたのが、終盤の方だったのでこれからもコ
ミュニケーションをとっていきたいから。 

学びと実践の繰り返しが必要なので、定期的に学び直したいと思っています。

それはなぜでしょう？

0
5
10
15
20
25
30

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  83.3 %

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21冬期におけるショーンエリスのテストは 83.3% (匿名、36
名中64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ゼミを受講した方の満足度は …

21冬期  満足度調査 (匿名、経営リーダー：回答29名/50名中、イノベ：回答7名/14名中)
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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
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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。
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しなくちゃをしたいにするヒント

ワクワク主義 
自分らしく、ワクワクをとりもどそう

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 
クリエイティブに、シンプルに

シェアド・リーダー 
最適なリーダー、最高のフォロアー
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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
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hintの世界へ、ようこそ



©2022 Toru Saito

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！
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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。



©2022 Toru Saito

企業単位での受講をご検討されている方へ

hintゼミは、一般の研修サービスと比較すると、コストパフォーマンスが極めて高いため、 
最新の経営学を社内に浸透させたいと考える多くの企業が社員研修として活用しています。 

企業向けの活用には、次のようなものがあります。 
□ 一般の受講者とともにhintゼミを受講したい … 社員のつながりが増えて満足度も高まる 
□ 自社社員限定チームでhintゼミを受講したい … 機密情報を気にすることなく受講できる 
□ 自社用にカスタマイズしたhintを運用したい … 短期間集中で、自社ニーズも取り込める 

学習品質を重視して取り組んでおり、ご要望にお応えできるか、まずはご相談させてください。 
ご興味ある方は、主催者の斉藤徹 [saito1212@gmail.com] まで、ご連絡をお待ちしております。

mailto:saito1212@gmail.com
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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。 
(即日で募集締め切りになることが多いので、事前告知の登録をお勧めします)

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閲覧でき、ダウンロードもできます。 
□ ゼミを受講した多くの方の声を、ご覧いただけます。 
□ 斉藤徹が制作した、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
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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


