
慶應丸の内シティキャンパス（慶應MCC）は
東京・丸の内にキャンパスを構える
慶應義塾大学の社会人教育機関です

慶應丸の内シティキャンパス
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良質な講演をPC,スマフォで視聴する
WEB学習サービス「クロシング」

ご案内





特徴

慶應丸の内シティキャンパス※では、東京・丸の内にて『時代の“潮流と深層”を読み
解く』をテーマに、1年に50講演、2001年の設立より18年間、900講演に及ぶ講演を
開催してきました。素晴らしい講演を ライブ会場に来れなかった方にも届けたい、
良い講演を一度きりにせず、何度も聴き込み、講演内容の理解を深めていただきたい
との思いから、この度、WEB経由で過去開催講演を視聴いただけるサービス、「クロ
シング」を開始いたしました。

https://keiomccxing.com/
※上記よりサイトの一部をご覧いただけます

WEB学習サービス「クロシング」

特徴 1
講演ラインナップに自信があります！

ビジネス分野に限らず、政治・経済・文化・芸術など、幅広い分野の第一線で
活躍する講師の講演を揃えています。（2019年8月時点で全81講演）
また、月に1，2講演ずつ新着講演もあり、時流に合わせた新しいコンテンツも
追加しています。

内容理解を深める仕掛けがあります！

1講演は約90分ですが、視聴目安（約20分ごとのチャプター分け）を設け、
繰り返し視聴し易い工夫をしています。
また、テーマに合わせて複数講演を掛け合わせて視聴したり、会員同士の感
想・気づきを共有する場を設けることで内容理解を深める仕掛けもあります。

いつでもどこからでも何度でも見放題！

「クロシング」の会員期間は3ヶ月もしくは1年間です。会員期間中はPC,スマ
フォを通じて、いつでも、どこからでも手軽にご視聴いただけます。
ネット環境があれば、移動中もご視聴いただけますので、通勤時間などに
視聴している方も多くいらっしゃいます。

特徴２

特徴３
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１.夕学アーカイブ：
丸の内で2001年から開催する講演会『夕学五十講』から厳選し、編集した講演映像を視聴できます。

４.MCCレッスン：
慶應MCC講師と会員で作る公開講座です。

２.夕学クロシング：
毎月2回（第２,３水曜日夜22～23時）サイト上でライブディスカッションを行います。

３.MCCセレクション：
クロシングオリジナルの講義映像や夕学アーカイブに保管されるお薦め講演をご紹介します。

夕学アーカイブ
（個別講演映像）

夕学クロシング
（ライブディスカッション）

トップページ

メニュー

主なメニューは４つです。
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講演ラインナップ
経営者 スポーツ 作家 芸術家 僧侶 研究者

3

※2019年6月時点

ネスカフェアンバサダーで売上増！ 倒産、BSEから吉野家を守った 日立をV字回復したラストマン 革新を続ける創業家社長 企業再生のプロ！ 日本企業を現場力で紐解く

高岡 浩三 安倍修仁 川村 隆 山田邦雄 冨山 和彦 遠藤 功

ネスレ日本㈱

代表取締役社長兼ＣＥＯ
㈱吉野家ホールディングス 会長 ㈱日立製作所 相談役

ロート製薬㈱

代表取締役会長兼CEO
㈱経営共創基盤　代表取締役CEO ローランドベルガー会長

成熟先進国における

ビジネスモデルイノベーション
吉野屋の歴史から学ぶ ラストマンの生き方

変化を楽しみ、挑戦を

続けていくために
日本はローカル経済で甦る 現場力を鍛える

空前の獺祭ブーム、火付け役 エアウィーブのブランド化成功！ 豪華列車「ななつ星in九州」の秘話 日産のV字回復を支えた M&Aのプロ、スカイマーク再生！ 伝説のファンドマネージャー

桜井 博志 高岡本州 唐池 恒二 志賀俊之 佐山展生 藤野 英人

旭酒造㈱ 代表取締役社長
㈱エアウィーヴ

代表取締役会長兼社長

九州旅客鉄道㈱

代表取締役会長
日産自動車㈱ 取締役副会長

インテグラル㈱ 代表取締役パート

ナー、スカイマーク㈱ 代表取締役会

レオス・キャピタルワークス㈱

代表取締役社長・最高投資責任者

ピンチはチャンス！

「獺祭」を世界へ届ける

エアウィーヴの

ブランドマーケティング
夢みる力が「氣」をつくる

変革を支えるレジリエント

とオーガニゼーション

わたしのM&A人生、

そしてスカイマークの再生

投資の本質

～人の可能性に投資する～

日本でいちばん大切にしたい会社 協会六号酵母の発祥蔵の挑戦！ 元カシオペアメンバー！ 元世界陸上メダリスト プロ野球界、最長現役投手！ ラグビー日本代表　影の立役者！

近藤 宣之 佐藤祐輔 向谷　実 為末 大 山本 昌 廣瀬俊朗

㈱日本レーザー 代表取締役社長 新政酒造㈱ 代表取締役社長
音楽プロデューサー、

㈱音楽館 代表取締役
スポーツコメンテーター 元ラグビー日本代表主将

社員をとことん大事にする経営
～黒字経営を継続するためのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ～

日本リノベーション 好きなことをビジネスに変える 禅とハードル 継続する心 進化を楽しむ

１７年世界トップのプロゲーマー 言わずと知れたベストセラー作家！ 著書、連載多数の気鋭の論客！ 「君の名は」他ヒット作連発！ ジョージアなど話題コピー多数！

梅原大吾 西野 亮廣 浅田 次郎 佐藤優 川村 元気 梅田 悟司

プロゲーマー 芸人・絵本作家 作家 作家・元外交官
映画プロデューサー・

小説家

㈱電通 コピーライター・

コンセプター

自分で決める人生 貯信時代のお金の作り方、使い方 「読むこと 書くこと 生きること」 世界はどう変わる 企画における“発見”と“発明” 思考を深め、言葉を磨く。

報道されない現実に向き合う ソマリアと日本の共通点を語る 話題作「テルマエ・ロマエ」の著者 世界に誇る日本画家！ 孫正義が認めたプレゼン能力 最年少真打昇進の実力派

安田菜津紀 高野秀行 ヤマザキマリ 千住 博 前田鎌利 柳家花緑

フォトジャーナリスト ノンフィクション作家 漫画家 日本画家
書家、

㈱ 固 代表取締役
落語家

紛争の爪痕と向き合う

カンボジア、イラク、シリア
世界の辺境から日本を考える 辺境のない生き方

芸術的思考とは何か

/美とは何か
日本文化とプレゼンテーション 笑いと感謝、いま大切におもうこと

挑戦を続けるピアニスト テレビでもお馴染みの料理研究家 馬生師匠の一席も含む貴重な講演 グローバル視点から禅を知る 住職と精神科医という異色の肩書

仲道郁代 土井 善晴 金原亭 馬生/荻野 アンナ 松山 大耕 川野泰周 落合 陽一

ピアニスト 料理研究家
落語家 /

作家・慶應義塾大学文学部 教授
妙心寺退蔵院　副住職

臨済宗建長寺派 林香寺住職、

精神科医

筑波大学准教授・学長補佐

ピクシーダストテクノロジーズ株式会

ピアノの魅力、

音楽の力、芸術の力

和食を知らない日本人は

いけないでしょう！
 落語家の人育て 禅とグローバリゼーション 禅とマインドフルネス 超AI時代の生き方・働き方・考え方



講演ラインナップ
経営者 スポーツ 作家 芸術家 僧侶 研究者
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※2019年6月時点

大人気講義、リピート視聴続出！ リーダーシップ研究の大御所 大人の学びを科学する注目研究者 意識・無意識の科学的解明を目指す アンドロイド研究の先駆者！ 日本を代表する経済学者

藤原 和博 金井 壽宏 中原 淳/為末 大 渡邊 克巳 石黒浩 吉川洋

教育改革実践家
神戸大学大学院経営学研究科

教授

東京大学大学総合教育研究ｾﾝﾀｰ

准教授/元陸上選手
早稲田大学理工学術院 教授

大阪大学大学院

基礎工学研究科 教授

立正大学経済学部 教授、

東京大学名誉教授

正解のない問いに向き合う力

/戦略的「モードチェンジ」のすすめ
リーダーシップの持論

「仕事人生のリセットボタン：長期間

労働時代をいかに完走するか？」

「意識vs無意識：知らずにやっている

こと、知っててやらないこと」
アンドロイドと近未来社会 人口減少とビジネスチャンス

IT,AI革命が意味するもの 組織人材分野の大御所！ システムデザイン ハーバード流交渉学の伝道師 WEB時代の顧客マネジメント 佐藤優も推薦の経営学者

夏野剛 高橋俊介 前野 隆司 田村次朗 清水 聰 菊澤 研宗

慶應義塾大学大学院政策・

メディア研究科 特別招聘教授

慶應義塾大学大学院政策・メディア

研究科 特任教授

慶應義塾大学大学院システム

デザイン・マネジメント研究科 教授
慶應義塾大学法学部教授 慶應義塾大学商学部 教授 慶應義塾大学商学部 教授

変えること、変わることを

恐れてはいけない！
働き方改革とワークライフ

幸せの日本論　/　幸福学と脳科学

の文脈で語り合う現在（いま）

「三方よし」の対話力　問題解決の

ための戦略的交渉学入門

新たな顧客マネジメント

～循環型マーケティングの提案～

いまこそ経営に哲学を！/

日本軍の失敗に学ぶ組織の不条理

福沢諭吉を読み解く 学徒との対談から戦争を考える ﾃﾞｼﾞﾀﾙ経営破壊で変わるﾘｰﾀﾞｰ像 ｽﾄｰﾘｰとしての競争戦略の著者！ 「信頼」研究の権威！ 女性マネジャー育成の実態

西澤 直子 都倉 武之 一條和生 楠木 建 山岸俊男 高田 朝子

慶應義塾福澤研究センター教授 慶應義塾福澤研究センター准教授
一橋大学大学院国際企業戦略

研究科教授・IMD特任教授

一橋大学大学院

国際企業戦略科教授

一橋大学大学院

国際企業戦略研究科 特任教授

法政大学経営大学院ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 教授

「一身独立」して「一国独立」す

福澤諭吉からのメッセージ
戦後70年、学生と戦争を考える リーダーシップの哲学

長期利益の源泉を考える

オポチュニティとクオリティ
安心社会から信頼社会へ

女性マネージャーを育む、活かす、

押し上げる

経験学習の第一人者 組織開発の第一人者 組織人材分野のオピニオンリーダー 採用学でも注目の若手研究者 仮説思考など著書多数！ ビジネスモデル研究の大御所

松尾 睦 中村 和彦 野田 稔 服部 泰宏 内田 和成 山田 英夫

北海道大学大学院

経済学研究科 教授

南山大学人文学部

心理人間学科 教授

㈳ 社会人材学舎 塾長　明治大学

大学院ｸﾛｰﾊﾞﾙ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ研究科教授

横浜国立大学大学院

国際社会科学研究院 准教授
早稲田大学ビジネススクール 教授 早稲田大学ビジネススクール 教授

マネジャーになる・育てる：

仕事の作り方、与え方
組織開発のすすめ 組織人材から“社会人材”へ 組織と個人の見えざる約束

既存事業の防衛戦略

新たな挑戦者にどう対応すべきか

競争しない競争戦略

積極的な非競争のすすめ

会計のプロが紐解く経営者 オイコノミアでも注目の研究者 エボラウィルス研究の世界的権威！ イグノーベル賞受賞 ラグビー日本代表の快挙を支えた 資本主義の限界を説く

山根 節 大竹 文雄 高田 礼人 新見 正則 荒木 香織 佐伯啓思

早稲田大学大学院ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙ教授

・慶應義塾大学名誉教授
大阪大学社会経済研究所 教授

北海道大学人獣共通感染症

リサーチセンター 教授
帝京大学医学部外科 准教授

園田学園女子大学

人間健康学部教授

京都大学名誉教授

こころの未来研究ｾﾝﾀｰ特任教授

なぜあの人は経営のプロ

と呼ばれるのか？
経済学的思考法

ウィルスはどうやって

生き残っているのか

マウスが教えてくれた

幸せな生き方論

ラグビー日本代表チームを変えた

メンタルトレーニング

脱成長主義に向けて

-資本主義の限界-

反知性主義をわかりやすく語る 習近平の中国を最も知る人 妖怪研究の第一人者 日本人4万年の旅を再現した人 コーチングの第一人者 東洋思想研究の大御所

森本 あんり 宮本 雄二 小松 和彦 海部 陽介 榎本英剛 田口 佳史

国際基督教大学教授
宮本アジア研究所代表

元駐中国特命全権大使
国際日本文化研究センター 所長

国立科学博物館人類研究部

人類史研究グループ長 
よく生きる研究所 代表 東洋思想研究家

反知性主義とアメリカの宿命 習近平の中国 日本の妖怪文化 日本人4万年の旅を再現する 自分も世界も幸せにする生き方 東洋思想が私達に教えてくれること



講演ラインナップ
経営者 スポーツ 作家 芸術家 僧侶 研究者

※今後の公開予定（2019年7月～2020年5月頃まで）
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※2019年6月時点

戦略人事研究の第一人者

守島基博 琴坂 将広 山口 周

学習院大学

経済学部経営学科 教授
慶應義塾大学総合政策学部 准教授

コーン・フェリー・ヘイグループ株式会

社　シニア クライアント パートナー、

人視点からのマネジメント
テクノロジーが変えた経営戦略

：進化を振り返り、未来を考える

経営におけるアートとサイエンスの

リ・バランス

羽生 善治 飯田 泰之 橋爪 大三郎 石川 善樹 有沢 正人 茂木 健一郎

将棋棋士 明治大学政治経済学部 准教授
社会学者

東京工業大学名誉教授

予防医学研究者

株式会社Campus for H 共同創業者
カゴメ株式会社 常務執行役員CHO

脳科学者,ソニーコンピュータサイエ

ンス研究所 シニアリサーチャー

AI時代の人間の行方 日本経済の近未来 世界は四大文明でできている
人生100年時代のセルフマネジメント

とは何か？

100年企業の人事大改革～グローバ

ル企業への飛躍に必要な人事制度

とは～

幸福学と脳科学の文脈で語り合う現

在（いま）

横田 南嶺 大山 晃弘 安田 秀一 出口 治明 佐々木 紀彦 小林 慶一郎

臨済宗円覚寺派管長
アイリスオーヤマ株式会社 代表取締

役社長

株式会社ドーム 代表取締役CEO、

法政大学アメリカンフットボール部 前

立命館アジア太平洋大学（APU） 学

長

株式会社ニューズピックス 取締役

CCO、NewsPicks Studios CEO
慶應義塾大学経済学部 教授

人生を照らす禅の言葉
ユーザーイン経営とジャパンソリュー

ション
スポーツを通じて豊かな社会を これからの『学び』 メディアの未来とNewsPicksの未来

財政危機と日本経済～将来世代の

利益をどう守るか～

千 宗屋 白坂 亜紀 國分 功一郎 馬場 渉 小野 雅裕 若宮 正子

武者小路千家家元後嗣 銀座　クラブ稲葉 オーナーママ
東京工業大学リベラルアーツ研究教

育院 教授

パナソニック株式会社 ビジネスイノ

ベーション本部 本部長、パナソニック

アメリカ航空宇宙局（NASA） ジェット

推進研究所 Research Technologist
デジタル・クリエーター

茶の湯のかたちに見る、日本の美と

心
銀座ママに学ぶ経営力、人間力

「する」と「される」の外側～中動態の

世界～
大企業イノベーションの起こし方

宇宙開発＆ビジネスの来し方と行く

末

人生に「もう遅い」はない～世界で最

も有名な83歳のプログラマー～

吉田 ちか 穂村 弘

YouTube Creator 歌人

好きなことでヒトの役に立てる時代 世界と＜私＞の関係を言葉にする



クロシングテーマ＆講演 ※これまでの開催例

「クロシング」では、各講演内容について一層の理解を深めるべく、毎月１つの
テーマに基づき、複数講演を掛け合わせて視聴し、会員同士のネットディスカッ
ションの場（月2回）を設けています。

フレームを壊すクロシング（2019年4月）

捕らわれているフレームを壊すのは容易ではないが、時に必要
に迫られる。デジタルは自然化すると予想する落合氏、お金よ
り信用を稼ぐ時代が来たと語る西野氏、IT・AI革命の進展から変
わる必要性を説く夏野氏よりフレームを壊すことで見える世界
を展望する。

未来は過去と現在の決断の連続により作られる。未来のために今
できることは何か。人や社会の可能性に投資し続ける藤野氏、サ
イエンス一辺倒の経営では未来に価値あるものは残せないと語る
山口氏、自ら変化し続ける大切さを説く藤原氏より未来を切り開
く投資を伺う。

成熟した日本市場で成長を続けることは難しい。企業を成長させ
る優れた経営者の条件とは何か。吉野家一筋、外食産業を知り尽
くした安部氏、海外MBAなどを経て寝具トップブランドを築いた
高岡氏、優れた経営者を研究する山根教授の講演から多面的に考
える。

野武士とエリートのクロシング（2018年4月）

我を仕切り直すクロシング（2019年5月）

人の可能性を閉ざすのは、個人にも組織にも勿体ないこと
である。創意工夫の余地を与える育成が大切と説く松尾教
授、引退後も社会貢献できる人づくりが大切と唱える野田
氏、ラグビー日本代表の主体性を引き出し、結果に繋げた
荒木氏から人財づくりを学ぶ。

「未来投資」のクロシング（2019年2月）

6



クロシングは夕学クロシング（ディスカッショ
ン）を中心に、「クロシングモデル」の4つのプロ
セスを1カ月かけて進めます。

毎週水曜日に新しい映像の公開やイベントを開催、
メールにてご案内します。週単位でペーシングし
ていきます。アクションすることでクロシングで
の学びは広がり、深まります。「クロシングモデ
ル」にそってのご参加をおすすめします。

○第1水曜日 講演の視聴と感想コメント
ピックアップする講演とディスカッションテーマをお知らせします。
会員の皆様は対象の講演映像を視聴し、講演ごとに感想をコメントし
ます。

○第2水曜日 発見のディスカッション
（22:00-23:00・参加任意）
ディスカッションルームに集まり、感想や気づきをコメントしあい、
ファシリテーターのもとディスカッションします。

○第3水曜日 創発のディスカッション
（22:00-23:00・参加任意）
講演を素材に、各自の経験、仕事や会社組織、人生、考えなどに照し
合せながら、探索的にディスカッションします。

○第4または5水曜日まで リフレクション
今月のテーマを各自、振り返りコメントを残します。最後にファシリ
テーターが要旨をまとめます。

水曜日は夕学クロシング

＜感想＞
「何を知ったか」ではなく

「何を考えたか」
クロシングの講演映像は、情報や知識を「得
る」のではなく「考える」ことを目的に編集
されています。自身の興味関心に絞り込まず、
意図的に 多元的な情報に触れ、課題・知識
経験・考え方と関連づけた感想を発言するこ
とが、思考の交差への第一歩です。

＜発見＞
自分の言葉で語り、

他者の言葉に耳を傾ける
クロシングには、さまざまなバックグラウン
ドを持つ会員が参加しています。同じ講演を
観ても、その感想は観る人の数だけ異なりま
す。ある会員の感想が自分にとって、そして
自分の感想が他の会員にとって、一人では気
づけなかった視点や考え方の発見につながり
ます。

＜創発＞
講演を越えた

創発的ディスカッション
講演内容と会員同士の考え・視点をさらに深
め、「創発」体験をめざしてディスカッショ
ンします。講演を素材にした探索的な議論を
きっかけに、必ずしも講演の内容に縛られな
い思考の交差点を探します。

＜リフレクション＞
再び自分自身に
照らし合わせる

感想・発見・創発のプロセスを振り返りなが
ら、再び自分自身に立ち返り、内省します。
問題解決の糸口、物事の考え方、これからの
自分の振る舞い方など、自分の内面に起こっ
た変化を言葉にして書き留めておきます。

クロシングの学び方
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視聴環境
クロシングのご利用には下記の視聴環境をご用意ください。

① PC、タブレットPC、スマートフォン※
② インターネット接続
③ Webブラウザ※
④ 音声出力（内蔵スピーカで可）

※クロシングのご利用には下記の動画視聴環境を推奨いたします。

◇パソコン 【Windows】OS：Windows 10/8.1/7
ブラウザ：Internet Explorer11以上、Microsoft Edge・Chrome・Firefoxの最新バージョン

【Mac】 OS：Mac OS 10.13/10.12/10.11
ブラウザ：Safari・Chrome・Firefoxの最新バージョン

◇スマートフォン・タブレット端末
【Android】OS：8.X以上、ブラウザ：Chrome（標準ブラウザ）
【iOS】OS：12.X以上、ブラウザ：Mobile Safari 最新バージョン

サービス概要

お申込方法

1 5名以下の場合には慶應MCCウェブサイトより申込責任者情報を会員登録の上、お申込会員
分の情報を入力し、お申込ください。5名以上となる場合には、「法人一括申込専用フォー
ム」（excel）をお送りしますので、事務局（ xing-info@keiomcc.com ）までご連絡ください。
フォームに責任者とお申込会員分の必要情報を入力いただき、メール添付にて事務局宛に返
送ください。

2．申込責任者の方宛てにお支払いのご案内（電子請求書付）を送付いたします。

※開講日に初期設定メールを会員様宛に配信します。3分ほどで終わる初期設定完了後は
いつでも視聴いただけます。その後は慶應MCC事務局より週1のペースで使い方や学び方を
ガイドし、新着情報やスケジュールをご案内いたしますので安心してお任せください。

8

※2019年10月期会員より3ヶ月コースが新設されました。

募集時期：年4回 ※4月期は2－3月末、7月期は5－6月末、10月期は8－9月末、
1月期は11－12月末に募集します。

申込単位：1人から可能 ※1人１IDでのご利用となります。
研修での投影など複数人での視聴は禁止します。

コース別料金：3ヶ月コース（9900円）
1年コース （32,400円）※2019年10月以降は33,000円となります。

＜複数割引＞※ 1年コース限定で以下の割引が適応となります

加えて、21名以上の申込みで月次視聴実績報告、25名以上で1名分が無料で追加されます。

一括申込人数 年会費 割引率

1-10名 32,400円（10月以降 33,000円） 0％

11-20名 29,160円（10月以降 29,700円） 10％

21-40名 25,920円（10月以降 26,400円） 20％

41-60名 25,272円（10月以降 25,740円） 22％



法人利用事例
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＜派遣元 人事部門からの声＞
ー会社にとって重要な人材のため、3万/人と多少高額でも受けさせたい。
（研修費用に組み込んでの予算獲得であれば導入可能な価格）

ー研修では扱いにくい教養を学ぶには優れたサービスである。
ー新着講演があり、時代に沿った良質な情報に触れさせ続けられるのは素晴らしい。
ー忙しい対象者にとって、オンデマンドでいつでも観られるのが良い。
ー海外赴任者や地方滞在者にも同じ学習機会を提供できるのがありがたい。
（海外赴任者からの声）ー現地では良質な研修機会が得られないため貴重な学びの場である。

＜事例1＞選抜人材向け研修メニューとして、人事部が費用負担して導入
［大手製薬会社C社］

次世代リーダー研修の一環で集合研修との組み合わせで導入いただいきま
した。通常の研修だけでは網羅できない教養の醸成と視野拡大を目的に、
半年の研修期間終了後より積極的な視聴を推奨くださっています。なお、
視聴促進も兼ねて3講演以上視聴し、印象に残った1講演について簡単な感
想レポートを人事部宛に提出いただいているそうです。

＜事例2＞経営幹部向け学習機会として、人事部が費用負担して導入
［大手ガス機器会社N社］

海外駐在社員含め、経営幹部向けの学習機会として導入いただきました。
レポートなどは設置せず、各自が関心のある講演を自由に観るという形で
活用いただいています。

＜事例4＞自己啓発メニューとして、人事部が取り纏めて申込み
［大手航空会社A社］

自己啓発メニューの１つとして、グループ会社含め全社員対象にて導入い
ただきました。会社は費用負担せず、法人一括割引適応（20％off）後の費
用は全額個人負担にて利用いただいています。夕学五十講（ライブ会場）
のファンが多数いることもあり、そちらと併用くださっています。

＜事例5＞自己啓発メニューとして、人事部が費用負担して導入
［大手印刷会社T社］

自己啓発メニューの１つとして、グループ会社含め全社員対象にて導入い
ただきました。人事部の予算枠内で毎期抽選にて人選し派遣いただいてい
ます。こちらも夕学五十講との併用者が多数いらっしゃいます。

人事部指名・対象限定

★選抜
★役員・管理職

手挙げ・人事取り纏め

★希望者の自己負担
★人事予算枠内で抽選

＜事例3＞経営幹部向け学習機会として、社長の意向で導入（会社費用）
［地方鉄道会社S社］

社長が夕学五十講のファンで役員にも講演に触れる機会を設けたいと、
トップダウンで導入いただきました。事例2同様レポートなどなく、自由に
視聴いただく形での活用です。

＜派遣元 人事部門からの声＞
ー夕学五十講のファンを中心に好評です。
ー忙しい社員にも手軽に講演を視聴できる機会を提供できて良い。

＜事例6＞部内の勉強会コンテンツとして、責任者が部門予算獲得し導入
［地方外資系医療機器メーカーM社］

部内の勉強会コンテンツとして、希望者を募り導入いただきました。費用
は全額部門予算で、メンバーは毎月のピックアップ講演より1講演視聴し、
感想文を寄せ、それをシェアすることで視聴促進にも繋がっているとのこ
とです。

手挙げ・部内取り纏め

★部内希望者・
部門予算

※以下、1年コースの利用事例となります。



クロシング https://keiomccxing.com/
お問合せ 慶應丸の内シティキャンパス（慶應MCC）

クロシング担当： 鈴木・公文

問合せフォーム http://kae.me/2f14NkY
Email:  xing-info@keiomcc.com Tel: 03-5220-3111 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル10F


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12

