
更新日： 2021年1月21日 ver： 1

Day セッション テーマ 場所 日程 曜日 開始時間 終了時間 内容

開講式

講義「時代認識とリーダーシップ」

2 オンライン 2021年6月25日 金 18:00 20:30 講義「価値創造経営と企業価値評価」 砂川 伸幸 京都大学経営管理大学院　教授

13:00 15:00 講義「経営に必要なバリュエーションの知識」 野口 真人/山田 昌史
㈱プルータス・コンサルティング 代表取締役社長/常務取締役

京都大学経営管理大学院 特命教授/京都大学経営管理大学院 客員教授

15:00 17:00 社長退任演説、リーダーシップジャーニープランの作成 ① 御立・若林 直樹・砂川 ＊終了後　懇親会

4 オンライン 2021年7月9日 金 18:00 20:30 講義「人的資源管理と組織論の研究フロンティア」 関口 倫紀 京都大学経営管理大学院 教授

5 オンライン/東京 2021年7月16日 金 18:00 20:30 講義「M&Aとリーダーシップ」 佐山 展生
スカイマーク㈱　取締役会長

京都大学経営管理大学院　客員教授

13:00 15:00
講義「アジアビジネスリーダーの育成－京都大学ABLプログラムの成

果－」
小林 潔司

京都大学経営管理大学院 特任教授

京都大学名誉教授

15:00 17:00 社長退任演説、リーダーシップジャーニープランの作成 ② 御立・若林直樹・砂川  *８月に向けての課題

リーダーシップと戦略 御立 尚資
ボストン コンサルティング グループ 　シニア・アドバイザー

京都大学経営管理大学院　特別教授

リーダーシップと組織 若林 直樹/関口 京都大学経営管理大学院 教授

ファイナンス 砂川 伸幸 京都大学経営管理大学院 教授

8 オンライン 2021年9月10日 金 18:00 20:30 講義「マーケティングとロジカルシンキング」 若林 靖永
京都大学経営管理大学院　教授

CIEC（コンピュータ利用教育学会）会長理事

9 2021年9月24日 金 18:00 20:30 講義「サービス・マーケティング」（英語） Spring H. Han 京都大学経営管理大学院 准教授

14:00 15:00 京都大学総長/経営管理大学院長等ご挨拶

15:00 19:00 学生との交流セッション

11 オンライン/東京 2021年10月8日 金 18:00 20:30 講義「ESG経営と投資家」 加藤 康之
京都大学経営管理大学院客員教授（京都大学ESG研究会座長）

お金のデザイン研究所所長

12 オンライン/東京 2021年10月22日 金 18:00 20:30
講義「科学技術とビジネスのフロンティア」

（海外、シリコンバレーアメリカの現状）
山本 康正

DNX Ventures　インダストリーパートナー

ハーバード大学　客員研究員

13:00 15:00 講義「事業会社のESG経営」 岡田 紀子
京都大学経営管理大学院　客員教授

シスメックス㈱コーポレートコミュニケーション本部長　兼　秘書室長

15:00 17:00 社長退任演説、リーダーシップジャーニープランの作成 ③ 御立・若林 直樹・砂川  

京都大学 エグゼクティブ・ ビジネスプログラム　 -KYOTO UNIVERSITY EXECUTIVE BUSINESS PROGRAM-

講師

1

セッション1

開講

時代認識と価値創造マネジメント

ファイナンスと企業価値評価

東京 2021年6月11日 金 15:00 17:30

3 オンライン/東京 2021年6月26日 土

御立 尚資
ボストン コンサルティング グループ 　シニア・アドバイザー

京都大学経営管理大学院　特別教授

土

10 2021年9月25日 土

7 セッション3 個別面談 (３グループ) オンライン/東京 2021年8月28日 土

セッション2 リーダーシップと組織

6 オンライン/東京 2021年7月17日

13:00 16:00

セッション4
マーケティング

学生交流 京都
京都大学

13 オンライン/東京 2021年10月23日 土

セッション5 ESGとテクノロジーの潮流
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京都大学 エグゼクティブ・ ビジネスプログラム　 -KYOTO UNIVERSITY EXECUTIVE BUSINESS PROGRAM-

Day セッション テーマ 場所 日程 曜日 開始時間 終了時間 内容

リーダーシップと戦略 御立 尚資
ボストン コンサルティング グループ 　シニア・アドバイザー

京都大学経営管理大学院　特別教授

リーダーシップと組織 若林 直樹/関口 京都大学経営管理大学院 教授

ファイナンス 砂川 伸幸 京都大学経営管理大学院 教授

15 オンライン/東京 2021年11月12日 金 18:00 20:30 講義「新規事業育成におけるCVCの役割」 倉林 陽 DNX Ventures, Managing Partner / Head of Japan

13:00 16:00
日本の伝統による Being 講義①

「いけばなの美と哲学」＋生け花の体験
池坊 専好

華道家元 池坊 次期家元

京都大学経営管理大学院　特命教授

16:00 19:00 懇親会、経営管理大学院学生との交流会

10:00 12:30 講義「アントレプレナー」 調整中

13:00 17:00 京都大学特別講義、個別面談等 調整中

18 オンライン 2021年12月10日 金 18:00 20:30
講義「大企業の多角化戦略とグループ経営」（英語）

京都大学教員、学生の産学交流会
チョルパン・アスリ

京都大学経営管理大学院　教授

NISSHA㈱ 社外取締役、住友ゴム工業（株）監査役

19 オンライン/東京 2021年12月17日 金 18:00 20:30 講義「イノベーションとデザインシンキング」 山内 裕
京都大学経営管理大学院 准教授
Representative-at-large, Academy of Management, Organization and Management Theory Division

10:00 12:00 講義「サービスマネジメント」 原 良憲
京都大学経営管理大学院 教授

アサヒホールディングス㈱　社外取締役

13:00 17:00 社長退任演説、リーダーシップジャーニープランの作成 ④ 御立・若林直樹・砂川

21 2022年1月14日 金 14:00 19:00
日本の伝統による Being 講義②

「禅とリーダーシップ」＋日本の禅の体験/懇親会
松山 大耕 妙心寺退蔵院 副住職

10:00 15:00 社長退任演説、リーダーシップジャーニープランの作成 ⑤ 御立・若林直樹・砂川

15:00 18:00 京都大学教員、学生の産学交流会

18:00 19:30 講義「金融のデジタル化」 幸田 博人
京都大学経営管理大学院　特別教授

元みずほ証券㈱　代表取締役副社長

19:30 20:30 講義「日米の金融政策」 調整中

24 オンライン/東京 2022年1月29日 土 13:00 17:00 社長退任演説、リーダーシップジャーニープランの作成 ⑥ 御立・若林 直樹・砂川

個人課題報告会

まとめと修了書贈呈
御立・若林 直樹・砂川 　

懇親会 御立・若林 直樹・砂川 　

　 　

金

17 2021年11月27日

14 セッション6 個別面談 (複数グループ) オンライン/東京  日時は各自調整 　

土

セッション７ 新規と伝統：アントレプレナー

16

京都

2021年11月26日

土

日本の伝統によるBeing講義 (京都)

Doing in Kyoto
京都

22 2022年1月15日 土

セッション8

経営学の潮流

グローバル経営・イノベーション・

サービスマネジメント

20 オンライン/東京 2021年12月18日

講師

13:00 19:0025 セッション11 総括、報告会、修了式 東京 2022年2月12日 土

23

セッション10
金融政策の動向と

デジタル化の潮流

オンライン/東京 2022年1月28日 金

セッション9


