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良き経営の思考を育むセミナーです。
「経営者の心」を共に学びましょう！

より良い未来に、経営に繋がるよう、多くの方々にご参加頂きたい！

今回は特別料金に加え一社につき 三名様限定 !!
経営者の方は 社員の方と共に 学びに来て下さい。
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株式会社 Ｓ・Ｙワークス
代表取締役

経営コンサルタント
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リーダー 若手社員

東京・学士会館にて開催

Method  of  Thinking

本セミナーの講座詳細・新時代思考法の要点

をまとめておりますので、是非一度パンフレット

中面をご覧ください。

CHECK!!

思考を磨くことで行動が変わる！
～思い、とことん考え、瞬間的に行動化する思考を学ぶ～



人間の知的領域全てがＡＩの影響を受ける時代に、

「生きる意味」「働く意味」が今、問われています。
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自動プログラミング
数的な特微量の生成

科学的発見
経済・社会現象

の予測

人間の認知
知能の解明

AIが創り出す世界で、
私たち人間はどの様に生きるのか？

認識 運動 言語 ？

私たちの創造を遥かに超える
近未来にどう備えるのか？

２０１８年の経営は「どう生きるか」を思索し、
人間らしい暮らしや生き方を示す年になる！
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人間らしさ

「人間らしさ」が活きる３つの領域

Creativity

Management Hospitality

創造性：小説・映画・発明

経営・管理 介護・看護・保育など

自分の価値を自分で高められる
そんな人間だけがＡＩと戦える時代！

とことん考える人間だけが生き残る！

何が人間を人間たらしめたのか？
人間らしい暮らしや生き方を共に考えましょう！

予測

THEME

人間の変化に挑む為の思考法

日本戦略研究フォーラム
政策提言委員

渡部 悦和氏



何を実現する為に経営するのか？

とことん考えることが最大の武器になる

効率性

機能性
※極限まで進む

経済的欲求 人間の望み

効果性

心地よさ
居心地

人を排除した仕組みの確立

１８３０年 ・・・ 産業革命
１９９０年 ・・・ ＩＴ革命
２０２０年 ・・・ ＡＩ（人工知能）

科学の限界

二極化

良知
生まれながら持っている心

人間の理想 人間の在り方 人間の希望

思考法の根底には「思い」があります。

人は観て、思いを募らせるからこそ考え、その先に行動が生まれます。
思考法は、『観る---思う---考える---行動化する』 プロセスの体系を表します。

これからの思考は、「人間としてどうか？」「人間として理想か？」「人間として望みか？」

という視点で思いを馳せ、考えることが良き思考法の中心核を担う時代となります。

新たな観る角度

これから経営は、
「経済的欲求」と「人間の望み」の
二極化が進みます。しかし経済的
欲求の軸が行き着く先は「科学の
限界」であり、更にその極限まで進
むと社会は「人間らしさ」を強く求め、
「人間の望み」の社会軸と一体化
するのではないでしょうか。

人間としてどうか？

THEME

良知を備え育むべき未来の思考法

「人間としてどうか」と思考・思索した先にある

未来の良き経営とは何かをとことんお伝えいたします。

未来的経営の哲学は ３つ に集約されます。
㈱Ｓ・Ｙワークス代表取締役
経営コンサルタント

佐藤 芳直

思考思う
とことん

考える

瞬間的に

行動化

良き思考と良き行動のプロセス

なぜ今、思考法なのか？

これから先20年は「思考」

が求められる年となる！



明治元年、日本人は国の未来に夢を抱き、海を越えます。
そして行き着いた先の一つが「ハワイ」でした。しかし待っていたはずの楽園では、厳しく劣悪な労
働環境が広がり、他国の移民労働者の多くは逃げ出してしまいます。日本人はそんな中でも、協力
し支え合い働き続け、信頼を築き上げてきました。日系人の物語は、日本人らしさを表し、未来的

な思考に溢れています。そしてその思考は、今も日系三世や四世の心に強く刻まれ続けています。
祖国を離れてもなお受け継がれ続けている物語から、

「人間らしさとは何か？」「日本人らしさとは何か？」 を共に考え、未来を描きましょう！

世界の進化はこれから、「人間の在り方」に向かいます。

日本という国は２０００年以上の歴史が刻まれた長寿国家です。
１００年企業の数が４万社を超え、数千者ずつ増加を遂げています。

何故か？未来はその物語の中から立ち上がります。

日本人らしさとは何か？どの様に創られてきたのか？

海を越え受け継がれ続ける日本人的価値観・思考から未来を描く！

上位概念からの共通化・一体化
が欠かせない時代となります。

自尊心
自尊心がある人は、受容力が受容力が高く、強く優しい
心を持ちます。それは何かを続けることによって育まれ、
やがて自信に繋がり、誇りとなります。

自立 自責 自発 自走

自尊心のある人の特徴

思考からの「全員参加型一体化経営」

未来から考える

新しい「経営の在り方」「人財育成」

日本人がこれからの良い
未来を創る決め手となる！

成長
貢献
挑戦

経営から描く理想の未来＝理想とする人生を表現する

Life Time Commitment

あなたを愛す
る人の幸せ

人間として
の幸せ

あなたの
人生の幸せ

人間の存在・・・幸せになり、幸せの輪を広げる

日本人を日本人たらしめた心

THEME

感性と日本的思考法の未来

㈱Ｓ・Ｙワークス

塚本 沙世

受容力・自信・誇り

㈱Ｓ・Ｙワークス代表取締役
経営コンサルタント

佐藤 芳直



日本的経営の本質・創意工夫の精神

目先の現象に惑わされず、本質を掴み、未来に先回りする為に３名の講師が語ります。

株式会社Ｓ・Ｙワークス
経営コンサルティング本部 塚本 沙世

第三講座

人間が失いつつあるものを如何にして取り戻してゆくか？

株式会社Ｓ・Ｙワークス
代表取締役 佐藤 芳直

第二・四講座

2006年3月、(株)船井総合研究所常務取締役を退任。同年 4月
に家業である会計事務所を統合し、財務戦略と経営コンサルティ
ングを主業とした株式会社 S・Y ワークスを設立。「経営の目的は
永続にあり」の哲学のもと、“百年企業の創造”を提唱し、その一貫
した佐藤哲学には熱烈な信者が数多く存在し、常に日本の経営コ
ンサルティングの先頭を走っている。とくに、人財の教育に定評があ
る。企業の目的は「永続性」にあるという信念のもと、歴史観、つまり
歴史の中に観る日本の強さ・優れている点を学ぶことこそが企業の
強さを生み出す根源であると唱える。
また講演においては企業経営者のみならず、教職者、そして子育
ての情熱溢れた父母の間にまで広く聞かれ、「日本一の感動講
演」としてファンも多い。

これから人間はどうなってゆくのか？「生きる意味」への問い

日本戦略研究フォーラム政策提言委員

渡部 悦和 氏

第一講座

昭和30年生まれ。昭和53年東京大学工学部卒業後、陸
上自衛隊幹部候補生として入隊。第二十八普通科連隊長
兼函館駐屯地司令、第二師団長、陸上幕僚副長等を経て
平成23年東部方面総監。平成25年退官後、平成27年より
ハーバード大学アジアセンターシニアフェロー。日本戦
略研究フォーラム政策提言委員も務める。
著書：「米中戦争 そのとき日本は」 (講談社現代新書)

Guest
Speaker

講師紹介

シンギュラリティの先に、
人・組織・社会は

どうなってゆくのか？

人間だけの
発想、思考、行動を元に

未来の良き経営を
思考・思索する！

日本人らしい
創意工夫・創造力を
活かして働くには？

受け継がれ続ける思い。

日本で生まれハワイで育つ。2017年11月にはハワイ島の
ツアーを開催し、日系人の経営者から日本人らしさ、日本
人としての誇りある経営を学び、以来日本的・家族的経営
を日々研究している。
そして広大な自然が広がるハワイ島で育まれた発想力とプ
ラス発想をもとにした、「良いと思ったことをすぐ行動に
移す」思考を長所に、常に新たな企画を考え提案すること
に定評を得ている。

■若い世代の教育、人財育成でお悩みの方
■創造力、発想力の力を磨きたいとお考えの方
■経営の現場で次期後継者となる方
■教育現場に携わっている方
■若手リーダーになったばかりの方

今の自分を超えてみたいと思いませんか？



講座スケジュール

講座 時間 講座タイトル 講師

第一講座
10:30-12:00

９０分

～これから人間はどうなってゆくのか？～

①21世紀、2030年の社会、国家はこうなる

②“人間”として確立すべき「生きる意味」「働く意味」

③人生観・生命における新しい哲学の創造

-”Life Time Improvement” & “Life Time Innovation”

日本戦略研究フォーラム

政策提言委員

渡部 悦和氏

12:00-13:00 ６０分 昼食 （こちらでご用意しております）

第二講座
13:00-14:30

９０分
～生きる・働く・逝りゆく、新たな人生哲学を語る！～

①人間だけの発想、思考、行動

②若者たちの新たなる良知、大人たちの創るべき思考法

株式会社 Ｓ・Ｙワークス

代表取締役

経営コンサルタント

佐藤 芳直

第三講座
14:45-15:45

６０分
～海を越え受け継がれる日本的経営はどんな未来を創るのか？～

①家族的経営・日本的価値観

②日本人の創意工夫・想像力の働かせ方

株式会社 Ｓ・Ｙワークス

経営コンサルティング本部

塚本 沙世

第四講座
16:00-17:00

６０分
～今新たに創る思考法～

①思考からの「全員参加型一体化経営」

②考える、とことん考える。そのプロセス

株式会社 Ｓ・Ｙワークス

代表取締役

経営コンサルタント

佐藤 芳直

未来を語り、未来に備える「思考法」の全てを全力でお伝えします。

一名様 二名様 三名様

Ｓ・Ｙ会員のお客様 39,800 円(税込) 50,000 円(税込) 60,000 円(税込)

一般のお客様 49,800 円(税込) 60,000 円(税込) 70,000 円(税込)

■ご参加料金■

■特別料金■

限定!! ぜひチームで学びに来て下さい！

【人間の変化に挑む為の思考法】

【良知を備え育むべき未来の思考法】

【感性と日本的思考法】

【人間の生きる意味・働く目的】

※月刊オーディオ、S・Yサークル、佐藤塾、素心塾、南魚沼佐藤塾、菓子研会員様

※

一社につき三名様


