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慶應義塾大学名誉教授
アカデミーヒルズ理事長

明治大学名誉教授
森記念財団理事

森美術館特別顧問

デジタルガレージ 取締役 共同創業者
千葉工業大学変革センターセンター長

COVID-19のパンデミックは、我々の価値観やライフスタイルを大きく変えました。また、地球環
境問題は深刻さを増し、ロシアのウクライナ侵攻等急変する世界情勢が与える社会への影響も
甚大です。一方で、新しいテクノロジーがリアルとバーチャルの空間の役割を変えつつあります。 
2022年のICFは10年間の集大成として、私たちが直面する大きなTransitionを超えた先に拡
がる未来の都市とライフスタイルについて、プログラムコミッティの4名で議論します。

PICK
UP

S E M I N A R
&  E V E N T

Innovative City Forum 2022

11.24 14：00～18：00
木

今、起こりつつある未来

ICFプレセッション

Beyond Transition

エマニュエル・トッド歴史人口学者 南條史生 森美術館特別顧問S

11.7［月］19:00～20:15 
昨年のICFの基調講演にオンラインでご登壇いただいたエマニュエル・
トッド氏を、今年はリアルにお迎えして、ICF2022プレセッションを開催
いたします。世界的な歴史人口学者のトッド氏の視点を通して世界の状況
を深堀りし、未来への示唆を得ます。

竹中平蔵

市川宏雄

南條史生

伊藤穰一

竹中平蔵

市川宏雄

南條史生

伊藤穰一

我々はどこから来て、
今どこにいるのか？

メンバー／一般：3,500円

※写真はInnovative City Forum 2019の様子

『我々はどこから来て、今どこにいるのか？』
（上下巻2冊）書籍付き　6,500円

メンバー
先着10名
無料

招待制：ライブラリーメンバー先着10名ご招待リアル

リアル



WORKSHOP

写真提供：京都市京セラ美術館　撮影：来田 猛

LIBRARY NEWS SEMINAR & EVENT

スピーカー／登壇者 ゲスト モデレーター 特に会場の記載がないものは、アカデミーヒルズ（六本木ヒルズ森タワー49階）で開催します。リアル

岸田文雄総理の所信表明演説でも「リスキリン
グ」支援に1兆円を投じると打ち出され、ますま
す注目を集める「リスキリング」。日本における
リスキリングの第一人者・後藤宗明さんをお迎
えし、リスキリングのすべてを語り尽くします。

トークンエコノミーの可能性について議論し
た「WEB3の世界を考える 協働と報酬の未
来」を視聴いただいたライブラリーメンバーの
皆さんと、DAO（自律分散型組織）と呼ばれる
組織を体感します。トークイベントは、「マイ
ページ」にてアーカイブ視聴頂けます。

ワークショップでDAOを体感しよう！

荒谷大輔
WEB3の世界を考える　ワークショップ「Web3.0の世界を体験する

哲学者 設楽悠介 幻冬舎「あたらしい経済」編集長F

入会時期が同じメンバーの皆様での交流会。
当日は年齢や職業が異なる多種多様なメン
バーが集まり、意見交換を行います。司会は名
物メンバー・中山一朗さん！定員は先着30名
様。対象の方にはメールで個別にご案内いた
します。

入会時期が同じ仲間と知り合おう！
メンバー交流会

著者がリスキリングの全てを語り尽くす！
リスキリング　新たなキャリアを切り拓き日本の課題を解決する

ジャパン・リスキリング・イニシアチブ代表理事後藤宗明 ジャーナリスト浜田敬子S

お申込は
WEBで

藤えりか 朝日新聞記者S

「新聞記者」の枠を飛び出して
見えてきたこと

S G M ファシリテーターF

みんなで
話そう

ACADEMYHILLS

Library Lounge Talk

MEMBERS ONLY

10.19［水］19:00～20:30 

社内での10分プレゼンテーションが、あなた
のキャリアを大きく変える？うまく伝えられれ
ば、上司の見る目が変わり、聴く姿勢が変わり
ます！伝えたいことを論理的に考え、書き、表
現する「プレゼンテーションのコツ」を、ミニ演
習などを通して学びます。

三谷宏治が伝授、プレゼン力の極意
プレゼンテーションの基本力アップでキャリアを変えよう！

KIT虎ノ門大学院 教授三谷宏治S

10.21［金］19:00～20:30 

10.26［水］19:00～20:30 

世界屈指のビジネススクール、IMDのジャン-
フランソワ・マンゾーニ学長が来日。 リーダー
シップの研究者、そして実践者として組織変革
を推進するマンゾーニ学長と、竹中平蔵・アカ
デミーヒルズ理事長が、ビジネス変革を促す
リーダーシップについて対談します。  

IMD学長来日記念イベント開催！

ジャン-フランソワ・マンゾーニ
激動の時代に、変革をリードする

IMD学長 竹中平蔵 アカデミーヒルズ理事長
慶應義塾大学名誉教授S

11.7［月］16:00～17:30 11.9［水］19:30～20:30 

11.14［月］19:00～20:00 

小国士朗 プロデューサーS

笑えない社会課題の見え方を
ぐるりと変える企画術

12.6［火］19:00～20:00 

世界の建築文化に大きな貢献と実績を残し、世
界規模で活躍する建築家を多数輩出する国・日
本。その理由は何でしょうか？本セミナーでは、
日本各地に存在する美しい日本建築の未意識
から、これからの未来を考察します。

美しい建築を通して日本を再考する

倉方俊輔
「建築」で楽しむ日本

大阪公立大学教授 前田尚武 京都市京セラ美術館 ディレクターF

10.27［木］19:00～20:30 

ライブラリーメンバー｜無料

ライブラリーメンバー限定｜無料

ライブラリーメンバー限定｜無料

一般 ［リアル3,300円］［オンライン1,100円］
一般 無料

ハイブリッド

リアル

リアル

ライブラリーメンバー｜無料リアル

一般 3,300円ライブラリーメンバー｜無料リアル

一般 3,300円

※通訳なし（英語のみ）

ライブラリーメンバー｜無料リアル

一般 1,100円

ライブラリーメンバー｜無料

毎月1回、先着20名のメンバー限定でオピニオンリーダーとあらゆ
るテーマで60分語り合う企画です。五感をフル活用しながら、コロ
ナ禍で減少したリアルなコミュニケーションを実践します。

オンライン

https://www.academyhills.com


メンバーと
つながろう！

メールマガジン配信中！　最新情報は ＷＥＢ・メルマガ・SNSでチェック！October 2022

※価格は税込表示となります。　※募集開始は、開催の約1ヶ月前となります。

「無駄づくり発明家」の藤原麻里菜さんと、経
営学者の楠木建さんに、「正しいか正しくない
か」「勝ちか負けか」といった二項対立で判断
されがちな社会常識を破壊し、ユル～く超えて
いくヒントを伺います。

11.16［水］19:30～20:30 
ビジネスの常識を破壊する　

藤原麻里菜
六本木アートカレッジ 〈未来を拡張するゲームチェンジャー U-35〉 Vol.3

無駄づくり発明家 楠木建 経営学者S

大好評のライブラリーメンバー限定「カー
ティス教授の政治シリーズ」。今回のテーマ
は「変容する世界体制の中の日本とアメリ
カ」。米国の中間選挙の直後に行われる11月
のセミナーでは、アメリカと日本、それぞれの
政治動向と外交戦略を検証します。

11.18［金］19:00～20:30 
アメリカと日本：
それぞれの政治動向とこれからとるべき外交戦略

ジェラルド・カーティス
カーティス教授の政治シリーズ 2022　変容する世界体制の中の日本 vol.2

コロンビア大学政治学名誉教授S

これまで人間の「理解」「直感」によって駆動さ
れてきた科学のあり方そのものが、デジタル技
術に置き換わりつつあります。DXによる科学
的発見の加速は科学者の役割をどう変えるの
か。科学はデジタルにのまれるのか？

11.29［火］19:00～21:00 
科学はデジタルにのまれるのか これだけは知っておきたいクラシック音楽

設楽悠介
研究DXの現場から科学における人間の役割を問い直す

幻冬舎
「あたらしい経済」編集長 高橋恒一 ほか理化学研究所

生命機能科学研究センター

J-WAVE「モーニングクラシック」ナビゲーター
の田中泰さんと一緒に「これだけは知っておきた
いクラシックの作曲家と名曲」など、クラシック
の基礎知識を楽しく学びます。

11.22［火］12.1［木］8［木］19:00～20:30 

田中泰
初心者でもわかる！　田中泰の「楽しく学ぶクラシック講座」〈入門編〉

音楽ジャーナリストS

地図のエキスパート、自称「地図じぃ」太田さ
んと六本木の街を散策する、その名も「ブラヒ
ロシ」が帰ってきました！ココロとキモチが豊
かになる大人のお散歩企画です。今回は「六本
木クラス」で注目された六本木の知られざるス
ポットを探索します。

11.19［土］13:00～16:00 
「六本木クラス」で注目の六本木を歩こう！
太田弘 元慶應義塾普通部教員

MCヨーロッパ旅行研究会とのコラボイベン
トでは、2018年夏まで駐在され、日本に今一
時避難されているウクライナの外交官夫人と
そのご家族から、ウクライナと日本について、
お話を伺います。

11.25［金］19:00～20:30 
「日本とウクライナ」

G Larysa Buriak （ラリサ ブリャク） Anna Buriak （アンナ ブリャク）G

11月は『2030年：すべてが「加速」する世界に備
えよ』（ピーター・ディアマンディス他著）、12月
は『21 LESSONS』（ユヴァル・ノア・ハラリ著）の
英文原書を取り上げます。

英文原書で読むから名著の本質がわかる！

若尾和紀
Library Book Club 英語リーディング講座

SKY Educational Partners 取締役CCOS

テーマなし！年齢制限なし！ライブラリーメン
バーなら誰でも参加できる雑談イベントです。
肩の力を抜いてリラックスした45分を過ごし
てみませんか？
初めての方も、リピーターの方も大歓迎です！

雑談でメンバーと交流しませんか?
リモート雑談

M C

11.10［木］12.2［金］19:00～20:30 昼の部12:00～12:45　夜の部19:00～19:45 11.11［金］

M S

ウクライナの外交官夫人が語る

M Cメンバーズコミュニティ・コラボ企画「ブラヒロシ BURAHIROSHI」 メンバーズコミュニティ・コラボ企画

ライブラリーメンバー限定｜無料ライブラリーメンバー限定｜無料

ライブラリーメンバー限定｜無料

ハイブリッド

リアル

ライブラリーメンバー限定｜無料 ライブラリーメンバー限定｜無料リアル リアル

オンライン

一般1,100円

ライブラリーメンバー｜無料オンライン

ライブラリーメンバー｜3,000円リアル

一般11,000円  　※メンバー、一般共にテキスト代3,000円含むオンライン メンバー／一般 無料



森ビル株式会社 アカデミーヒルズ ライブラリー事務局  〒106-6149　東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー49F  Mail: library@academyhills.com

お申込はWEBで
https://www.academyhills.com

Welcome to members square

MEMBERS
COMMUNITY

蔵書検索、空席情報などのコンテンツはここに！
ライブラリーをフル活用するための情報が満載。
メンバーに必要な情報がワンストップで得られるサイトです。

「本をネタに」人と知り合い、仲良くなるためのコミュニティ
です。オススメ本を1冊もってご参加ください。

地図好き集まれー!古地図からデジタル・マップまで、自分
の好きな地図を語りましょう!!

マーケティングの「成功・失敗体験」などを共有し、新しい視
座を身につけ「成長・貢献し合える」場を目指しています。

副業・兼業、開業準備、新規顧客開拓や、トラブル回避などの
情報交換を行っています。どなたでもご参加いただけます。

最近のデザインの傾向・デザイン思考・デザインの活用法な
ど、デザインに関する様々な話題を参加者と共有します。

歴史、文化、食、スポーツなど、テーマのある旅を理想にヨー
ロッパ好きな人で情報交換をしましょう。

「メンバーズ・コミュニティ（MC）」とは、共通のテーマのもと、意見交換や勉強会など行う、ライブラリー
メンバー主体のサークル活動です。　※各コミュニティの活動詳細や開催日時は、WEBサイトをご確認ください。

メンバーのSNSをご紹介していま
す。メンバー同士のゆるやかな繋
がりの場としてご活用ください。
掲載希望も受け付けています。

リンク先の、「蔵書検索」バナーか
らお調べいただけます。

ブックナビクラブ

マーケティング研究会

天空のマップ・カフェ

個人事業研究会

デザインについての勉強会（モノ・コト・ヒト・シクミ ラボ）

ヨーロッパ旅行研究会

M C

この本、
あるかしら？

ここを
クリック

提携店での
割引や

サービスなどの
お得な情報！

どんなメンバーが
いるのかな？

今日は
集中したい。
混雑

してるかな？

新サービスなど
新着情報を
知りたい！

アーカイブ視聴は
どこからできるの？

イベントに
参加したい！

members
square

https://lp.academyhills.com/member/square/
https://www.academyhills.com



