
14（金）  山縣 亮太 陸上競技選手（セイコー） 「10秒の壁のその先で」 ※トークショー形式の講演90分・質疑応答30分 

26（水） 久夛良木 健   「デジタルツインが切り拓く未来」

27（木）  菊澤 研宗 慶應義塾大学商学部 教授 

  2（水） 田村 次朗 　  

  4（金） 三品 和広 神戸大学大学院経営学研究科 教授 「企業成長の仕込み方」

  9（水） 廣瀬 陽子 慶應義塾大学総合政策学部 教授 「アップデートする「ハイブリッド戦争」」

11（金） 千葉 雅也  「世界の「余地」を考える～フランス現代思想と脱構築～」

15（火） 吉藤 オリィ (株)オリィ研究所 所長 「サイボーグ時代の人生戦略～人から必要とされ続ける生き方～」　　　

22（火） 上野 千鶴子  「アンチ・アンチエイジングの思想」

25（金） 高田 朝子  「いま磨き上げるべきリーダーシップ」

30（水） 安田 登 能楽師（ワキ方、下掛宝生流）

 石川 善樹
  1（木） 高橋 俊介 慶應義塾大学SFC研究所 上席所員 「人と組織を強くする独学力」

  5（月） 桂 宮治 落語家

15（木） 清水 たくみ 慶應義塾大学総合政策学部 准教授 「デジタル時代の新しい組織と協働のカタチ」

16（金） 垣内 俊哉  「バリアバリュー　障害を価値に変える」

22（木） 川野 泰周
23（金） 酒井 隆史
12（木） 山本 健人  「現代人のための医学の教養～医療リテラシーの向上を目指して～」

16（月） 島津 明人 慶應義塾大学総合政策学部 教授 「新たな時代のワーク・エンゲイジメント」

17（火） 杉山 文野  

25（水） 藤﨑 忍  「ドムドムの逆襲～39歳まで主婦だった私の「思いやり経営」～」

26（木） 今村 翔吾 歴史小説・時代小説家 

  1（水） 藤井 丈司  「シティポップの歴史と現在～音楽で読み解く日本文化～」

  7（火） 小泉 悠  「ロシアの論理、ウクライナの論理」

 10（金） 南 昌宏  「DXへの挑戦」

上記は9月20日現在の予定です。事情により、講演者・日程等が変更となる場合がありますことをご了承下さい。主催：株式会社慶應学術事業会

2022年度後期講演（全25講演）　予約が完了した講演は見逃し配信の利用が可能です（後日・指定期間内）

法政大学経営大学院イノベーション・
マネジメント研究科 教授

(株)ミライロ 代表取締役、（一社）日本
ユニバーサルマナー協会 代表理事

（公財）Well-being for Planet Earth 
代表理事

立命館大学大学院先端総合学術
研究科 教授

大阪公立大学現代社会システム科学
研究科 教授

田附興風会医学研究所北野病院 
消化器外科 医師・医学博士

音楽プロデューサー
慶應義塾大学アートセンター フェロー

東京大学先端科学技術研究センター 
専任講師

(株)ドムドムフードサービス 代表取締
役社長

(株)りそなホールディングス 取締役兼
代表執行役社長

臨済宗建長寺派林香寺 住職、RESM
新横浜 睡眠・呼吸メディカルケアクリ
ニック副院長（精神科・心療内科医）

NPO法人東京レインボープライド共同代
表理事、(株)ニューキャンバス代表取締役

慶應義塾大学法学部教授、ハーバード
大学国際交渉学プログラム・インター
ナショナル・アカデミック・アドバイザー

認定NPO法人ウィメンズ アクション ネット
ワーク(WAN)理事長、東京大学名誉教授

アセントロボティクス(株)代表取締役CEO、近畿
大学情報学部学部長 教授、元(株)ソニー・コン
ピュータエンターテインメント 代表取締役会長

「日本の古典にWell-beingをまなぶ」
※石川氏の講演20分・安田氏の講演30分・対談50分・質疑応答20分

「元トップセールスマンの落語家が教えるコミュニケーション術     
  ～明るい所に花は咲く～」 ※落語一席を交えた講演90分・質疑応答30分

「本当の私で生きる
  ～コンパッションと「1/2」の実践で自己の本分に立ち返る～」

「ブルシット・ジョブの謎とこれから
  ～無意味な仕事をどうしたらやめられるか？～」

「小説家に至る道」 ※見逃し配信なし 
※講演60分・質疑応答30分（20:00終了）

11
月

10
月

12
月

2
月

1
月

時間 18:30～20:30（丸ビルホール開場18:10）

料金 4,400円～5,500円（税込）受講方法により異なる

丸の内会場　　　丸ビル7階 丸ビルホール（定員300人／回）
 （JR東京駅丸の内南口より徒歩約1分）

講演のお申し込みは
夕学五十講Webサイトをご利用下さい。

全講演
ライブ
配信

30分間
におよぶ
質疑応答

終了後
3日間

見逃し配信

2通り
から選べる
受講方法

※ご利用にあたっては会員登録（無料）が必要です。

『夕学五十講』はさまざまな分野の第一線で活躍する研究者・経営者・
文化人・ジャーナリスト等による講演会です。慶應義塾の社会人教育機
関である慶應丸の内シティキャンパスが開催しています。

『夕学五十講』はさまざまな分野の第一線で活躍する研究者・経営者・
文化人・ジャーナリスト等による講演会です。慶應義塾の社会人教育機
関である慶應丸の内シティキャンパスが開催しています。

「日本企業の強みを活かす経営戦略
  ～ダイナミック・ケイパビリティ論～」

「ニュースから学ぶ「対話力」
  ～困難な問題を乗り越える交渉学のすゝ め～」

「性の多様性と人権～違いを知り、違いを楽しむ～」
※講演60分・質疑応答30分（20:00終了）

特別協賛：



お問い合わせ 『夕学五十講』事務局 　  03-5220-3128 (平日10:00-17:00) ※お電話による受講券購入はできません

①受講方法を選ぶ ②受講券購入・講演予約 ③受講する

ハイブリッド

オンライン

こんな方に
〇基本は丸ビルホール

で受講
〇丸の内に行けない時

はライブ配信を受講

・5,500円/枚
・まとめ買い割引

あり
・予約の振替可
・見逃し配信あり

・4,400円/枚
・まとめ買い割引

なし
・予約の振替不可
・見逃し配信あり

こんな方に
〇会社や自宅からライ

ブ配信を受講する

受講方法　　　　　　を選んで購入・予約
2022年度後期より受講方法が新しくなりました！

丸ビルホールでの受講はできません

講演の受講予約は夕学五十講Webサイトからお申し込みください
※ご利用にあたっては会員登録（無料）が必要です

受講券・パスポートご利用にあたっての注意点
●受講券・パスポートの有効期限は2022年度後期最終講演まで
です。2023年度以降の講演にはご利用いただけません。

●お客様都合による受講券・パスポート購入後の払い戻しはでき
ません。受講券は期中にご活用下さい。

●講演を欠席される場合は、Webサイト・お電話で予約の取消（講
演当日の17:00まで）および振替予約を行って下さい（ハイブ
リッド受講券のみ）。取消の手続きをされずに欠席された場合
は振替ができませんのでご注意下さい。

受講券の種類

123,750円ハイブリッド受講券

夕学パスポート

5,500円
5,280円
4,950円

あり

なし

あり

55,000円 4,400円オンライン受講券

受講券（1枚あたり） 予約振替 見逃し配信

1～5枚
6～10枚
11枚以上

夕学パスポートで手間なくお得に
○夕学パスポートは全講演を予約する受講券です。
　都度予約する必要がなく、ハイブリッド受講は
　満席講演ももれなく受講することができます。
○1講演のあたりの受講料金がお得になります。
○見逃し配信も視聴できます。
○グループや部署で購入し、講演毎に交代でご利用可能です。

受講料金 （1枚あたり・税込） 

6枚以上の一括
購入で1枚あた
りの料金が安く
なります。

一括購入による割引はありません。

安心して講演をご予約いただける２つのサポート
見逃し配信
講演終了の後日、設定された期間内に
録画映像を視聴いただけます。
－受講予約を完了した講演が視聴の対象となります。
－ご利用にはインターネット環境とPC等のデバイスが必要です。
－講演当日の受講の有無にかかわらずご利用いただけます。
－配信スケジュールはWebサイトの各講師紹介ページに記載しています。
－視聴方法は配信開始日の2営業日前に購入者様の登録メールアドレ
スへお送りいたします。

－配信期間終了後はいかなる場合も視聴できません。

講演予約の振替
※ハイブリッド受講券のみ
ご予約を同じ期間内（2022年後期）の
他の講演へ振り替えることができます。
－予約の取消は講演当日の17:00まで受け付けています。やむ
を得ず受講できなくなった場合にご利用ください。

－予約の取消手続きをせずに欠席すると、他の講演へ予約を振
り替えることができなくなり、かつ受講料が課されます。欠席
の際は必ず予約の取消と振替を行ってください。

オンラインハイブリッド
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