発行部数

40万部以上！

"GROUNDBREAKING,"

Amazon売上

ランキング３位！

"WORLD-CHANGING,"

人事部［HRアワード2018］

優秀賞 受賞！

読者が選ぶ
ビジネス書グランプリ
マネジメント部門

AND "A LEAP IN

大賞 受賞！

MANAGEMENT
THINKING".

参
加
申
込
受
付
中
‼
NOW ACCEP
T

東京工業大学 リーダーシップ教育院主催

I
N
G
REGISTRATI
ONS

FREDERIC LALOUX氏来日記念公開講座

！

(仮題:新しい時代とリーダーシップ)

逐次通訳あり

Lecture by the best-selling author MR. FREDERIC LALOUX
Theme (tentative): REDEFINING LEADERSHIP FOR THE FUTURE
日時
DATE

2019年9月13日（金）15:00-18:30 *14:30受付開始
September 13, 2019 (Fri.) 3PM-6:30PM *reception from 2:30PM

場所
VENUE

東京工業大学 大岡山キャンパス
ディジタル多目的ホール（西９号館 2階)
Tokyo Institute of Technology, Ookayama Campus
Multi-purpose Digital Hall (2nd floor, West 9 Bldg.)

参加費
FEE

無料
FREE

定員200名。
Capacity: 200 seats.

お申込はこちら!
APPLY HERE!

アクセス/Access：
東急大井町線/東京メトロ目黒線
「大岡山」駅より徒歩約5分
Approx. 5min. walk from
Tokyu Ooimachi line/
Tokyo Metro Meguro line
"Ookayama" station

*事前申し込み制。定員あり。
*定員に達した場合は募集を終了します。
*Advanced registration required.
*Registration will end if the number
of attendees reaches capacity.

Contact: total.jim@total.titech.ac.jp (Tokyo Tech Academy for Leadership Oﬃce)

EVENT SCHEDULE・当日のスケジュール
DATE : SEPTEMBER 13, 2019 (Fri.) / 2019年9月13日(金)
14:30
Reception open/受付開始
15:00
Opening session/オープニング
15:10-16:50
Keynote by Mr. Frederic Laloux/フレデリック・ラルー氏基調講演
16:50-17:00
Intermission/休憩
17:00-18:00
Discussion with guest panelists/パネルディスカッション
*panelists: to be announced (パネリスト：後日公表)
18:00-18:20
Q&A
18:20-18:30
Ending session/エンディング
*The above schedule is subject to change. スケジュールは今後変更の可能性があります。

ティール組織について：

発行部数は世界で40万部以上！
Amazon売り上げランキング３位！
日本の人事部［HRアワード2018］優秀賞 受賞！
読者が選ぶビジネス書グランプリ マネジメント部門大賞 受賞！
「マネジメントの常識を覆す次世代型組織」「変化の激しい時代における生命体型組織」
としてポスト資本主義における組織進化論の重要なモデルと注目されている著書です。
リーダーシップ教育院の特任准教授である嘉村 賢州先生が日本語版著書の解説を担当
したことにより，本イベントが実現しました。
REINVENTING ORGANIZATIONS, written by Mr. Frederic Laloux, is considered by
many to be the most influential business book of this decade. Self-published with
no PR, it has sold more than 400,000 copies worldwide and has been translated in
numerous languages.
Described as "groundbreaking," "world-changing," and "a leap in management
thinking" by some of the most respected scholars of management and human
development, it has sparked a global movement with hundreds, probably
thousands of organizations throughout the world, to take a radical leap and adopt a
whole diﬀerent set of management principles and practices.
(Reference: https://www.reinventingorganizations.com/)
This event was arranged for mainly Tokyo Tech students and faculty members by
specially appointed associate professor, Mr. Kenshu Kamura of Tokyo Tech
Academy for Leadership, who gave a commentary on the Japanese translated
version of the book.

フレデリック・ラルー氏について：
ベルギー出身。米国ニューヨーク州在住。
フランスのビジネススクール「INSEAD」でMBA取得。
マッキンゼーのアソシエート・パートナーコンサルタントとして
約15年間組織変革に携わった後，独立。
5か国語を駆使し，世界各国で講演を行っています。
About Mr. Frederic Laloux:

He is formerly an Associate Partner with McKinsey & Co., who holds
an MBA from INSEAD and a degree in coaching from Newﬁeld
Network in Boulder, Colorado.
Currently based in Ithaca, NY, USA, he has traveled widely to give
lectures utilizing his pentalingual skills.
Please see our website for updates:
http://www.total.titech.ac.jp/ (available in English)

