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２０１３年８月３日（土）～４日（日） 

会場：中京大学名古屋学舎センタービル 

主 催： 第２４回全国大会実行委員会 (日本企画計画学会名古屋支部、JPS本部) 

響 催： 日本企画計画学会北海道支部、東京支部、沖縄支部、BTセンター本部 

【大会テーマ】   混迷時代を生きぬく発想・哲学 

  
日本、米国、ヨーロッパ、中東など世界は、混迷の時代に突入しています。この原因は、過去400 年

以上続いてきた要素還元主義、デカルト思考の限界にぶつかり、矛盾が頻発してきていると思われます。
神の思考が続いてきた16世紀に多くの矛盾の直面した人類は、ベーコン、デカルトの考え方に目覚めて、
思考のパラダイムを転換したように、現代は、まさに多くの矛盾に直面して、思考パラダイムを変える
時期に入っていることは間違いありません。 
日本企画計画学会では、この時代背景を受けて、「混迷時代を生きぬく発想・哲学」を大会テーマに、

アメリカのオハイオ州立大学の哲学者ロバートホリンジャー名誉教授をお招きし、ブレイクスルー思考
の哲学、仏教の実践哲学、松下村塾の発想・哲学など、21世紀の新しい発想・哲学を論じていきたいと
思います。激動する現代、混迷する時代であるからこそ、既存の考え方から脱却して、新たな考え方で、
未来を創りだす必要があります。現代は、解決策がみつからない、発想できないということが、 大の
問題です。この全国大会で、「発想コンペ」を行い、楽しく発想力を強化するイベントを盛り込みたいと
思います。是非多くの気づきが得られることを希望しています。 ぜひ万障お繰り合わせの上、関係者
共々ご参加下さい。 
                                        

【会 期】   2013年８月３（土）～ ４（日）、 

□ 全国大会：８月３日（土） □ミニワークショップ：８月４日（日） 

【会 場】  中京大学名古屋キャンパス0号館「センタービル ヤマテホール」 

〒466-8666 愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2 

http://www.chukyo-u.ac.jp/information/facility/g1.html  

● 公共交通機関を御利用下さい。車の場合は、お名前、所属を事務局にご連絡下さい。 

【参加費用】 

 ●８月３日（土）全国大会： 

日本企画計画学会 会  員           ：5,000円（学会誌第１９巻を持参下さい） 

     〃            非会員     ：8,000円 (学会誌含む) 

                                   学生      :3,000 円（学会誌含む） 

● ８月３日（土）響創懇親会            ：3,000円 

● ８月４日（日）ブレイクスルー思考ミニワークショップ： 

日本企画計画学会 会  員          ：15,000円 

     〃            非会員     ：18,000円 

第２４回 日本企画計画学会全国大会ｉ 
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【参加費用お振込先】 郵便振替口座 00890-1-65265 日本企画計画学会   

 

 

 

 

9:00 受付開始 

 

9:20-9:25 大会委員長 挨拶  藤田素弘名工大教授 JPS名古屋支部長 

  

9:25-9：30      Greeting from USA,  Dr. Gerald Nadler,  

南カリフォルニア大学名誉教授 

 

■ 9:30-12:30 基調シンポジューム： ファシリーダー  加藤仁 日本企画計画学会 

 

１．基調講演「ブレイクスルー思考の哲学」          中京大学名誉教授 日比野省三 

２．基調講演「Cultural and Philosophical Dimensions of Reductionist and Breakthrough Thinking」 

   Dr. Robert Hollinger, Professor of Emeritus, Ohio State University (Philosophy) 

3. 基調講演「仏教の実践哲学」、  ダルマ画禅者 今井 健（日本企画計画学会名古屋副支部長） 

４． 基調講演「松下村塾の哲学」、松下村塾研究者 金子與道 

 

■ 12:30-13:30 昼食 学会総会 （日本企画計画学会員のみ） 

 

■ 13:30-15:50 研究発表会     ： ファシリーダー 福田名古屋支部事務局長 

 

１）「イノベーションを創出させるブレイクスルー・マーケティング」、青山ゆう子（北海道大学）、土橋明

（ドコモサービス北海道株式会社）、栗原弘（弘ビジネス教育研究所）、北守一隆（北海道工業大学） 

２）「複雑系における創発とブレイクスルー思考」、北守一隆（北海道工業大学）、青山ゆう子（北海道大学） 

３）ブレイクスルー思考から見た内部監査～内部監査をこう変える！～、真鍋 隆広、元川崎重工業（株） 

４）「職員サロンの企画運営」、平尾高之、 （名古屋市緑政土木局） 

５） “利益とは何か”目的を追求した10名の会社～社員に“考えるエンジン”を付ける方法～ 

 末広繁和（長野県ブレイクスルー研究会） 

６）「幸せの根本を探る調査研究」、土橋明（ドコモサービス北海道株式会社）、青山ゆう子（北海道大学）、

北守一隆（北海道工業大学） 

７）「技術を学ぶ高専生の人間力育成授業 －呉高専「キャリア開発セミナー」を事例に－、山岡 俊一、 

全国大会 ８月３日（土） スケジュール 
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豊田工業高等専門学校 

８）「企業内研修時、BTT初学者に共通する疑問・疑念について」、松永譲治、ＪＰＳ東京支部長 
９）「心理学とブレイクスルー思考のハイブリッドアプローチ」、大西徹、ジェムコ日本経営 

 

■ 15:50-16:00 休憩 

 

■ 16:00-18:00  発想コンペティション： ファシリーダー：藤田素弘名工大教授 

 

 午前中のシンポジュウムと午後からの発表を聞き、「混迷の時代」「乱気流の時代」をいかに生き抜く

かをテーマに、発想コンペを行います。詳細は、委員会を結成して審査を行い、優秀発想者は、学会か

ら表彰を致します。ぜひ、発想力を鍛えて参加下さい。 

 

■ 18:00  閉会挨拶 日本企画計画学会名古屋副支部長 今井 健 

 

■ 18:10-19:30 響創懇親会 

：  

異分野、異文化の方々が、一同に会して、新しい結びつき、新しいビジネス、新しい考え方を創るため

に集います。従来の懇親会とは違いますので、ぜひご参加下さい。 

 

 

 

 

日本企画計画学会本部が主催しています恒例の蓼科鍛錬会のミニワークショップ（鍛錬会）です。今

年度から、非凡ブレイクスルー思考を鍛錬するミニ鍛錬会を、大都市圏で開催することになりました。 

「ブレイクスルー思考」とは、過去の継承ではなく、コンポンに立ち返り「あるべき姿＝未来から学ぶ」

ことにより、何を行えばよいかの解決策を創る新しい思考です。全国大会開催に合わせて、初心者コー

ス、ブラッシュアップコースを設けましたので、この機会に学んでみませんか。初めての方も、ブラッ

シュアップの方も、入り乱れて鍛錬をします。初めての受講者は、大会前に事前学習して、参加できる

ように指導しますので、気楽に参加下さい。 

今年６月１日―２日に行われました蓼科鍛練会では、非凡ブレイクスルー思考の基礎、その応用とし

て、ブレイクスルーコーチング、パパママ創造ゲーム、アステカゲーム、ブレイクスループレゼンテー

ション、ブレイクスルー会議など、様々なイノベーションを引き起こす思考の鍛練を致しました、持ち

寄ったテーマは、全て革新的な解決策を見つけ出し、参加者は、実行に向けて動きだしています。ミニ

鍛練会は、そのミニチュア版で、皆さんの日頃の課題を持ちより、非凡な成果を求めて解決策を創りだ

す鍛練会です。通常のセミナーとは、全く違う進め方を致します。どうぞご期待ください。 

ブブレレイイククススルルーー思思考考ミミニニ鍛鍛練練会会（（ワワーーククシショョッッププ））      88 月月 44 日日（（日日））99 時時 3300 分分～～1166 時時 3300 分分  
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講師、ファシリーダー： 創始者 日比野省三 博士  

 

 

 

（スケジュール） 

９：００ 受付開始 

９：３０－１０：３０  非凡ブレイクスルー思考入門：哲学、アプローチ、道具 

１０：３０－１２：００ 第一課題：人間、目的、未来解、生解、発表 

１２：００－１３：００ 昼食  

１３：００－１４：２０ 第二課題: 人間、目的、未来解、生解、発表 

１４：２０－１４：３０ 休憩 

１４：３０－１５：３０ 第三課題： ブレイクスルー会議、発表 

１５：３０－１６：００ 気付き響創会議、発表 

１６：００－１６：３０ 質疑応答、まとめ講義 

１６：３０       解散 

 

日頃解決したい課題を持ち寄って下さい。革新的な解決策をこの鍛練会で出して参ります。 

蓼科では、持ち寄った課題は、全部解決策を出して持ち帰りました。これだけでも、参加の価値があったとの

感想でした。 

なお、10名以上集まらない場合は、中止することがありますので、ご了承ください。 

 

●○●○充実した一日を演出しますので、ぜひ参加下さい●○●○ 

日比野・ナドラーの研究は、常に進化し続

けています。2010 年代は、「非凡ブレイクス

ルー思考」の時代です。従来のブレイクスル

ー思考が、非凡ブレイクスルー思考に進化

しました。まもなく電子書籍版が出版されま

す（左は、その表紙）。 
 この新しい非凡ブレイクスルー思考を、今

回のミニワークショップ（鍛錬会）で、紹介し

ます。ぜひ、今まで学んだ方々も、ブラッシ

ュアップください。 
 日頃悩んでいる課題も、参加者で解決策

を出し、持ち帰れます。 
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＝＝＝ＦＡＸ：０４８－８３９－３３５７＝＝＝＝＝ 

 申込み期限：２０１３年７月２２日 

全国大会・ミニ鍛錬会・ワークショップ申込書 

２０１３年８月３日、４日開催 

 
フリガナ

氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    性別  男 女 

 

連絡先住所  〒＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

Tel＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿Fax＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿E-mail＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

勤務先または学校名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  役職名または学年＿＿＿＿＿＿＿ 

＜以下、学生は記入不要です＞ 

 

勤務先住所〒＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

勤務先Tel＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   勤務先Fax＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

参加する内容：以下該当する項目に□してください 

８月３日（土） □ 全国大会 

８月３日（土） □ 響創懇親会 

８月４日（日） □ ブレイクスルー思考ミニ鍛錬会・ワークショップ   

  ８月３日（土） □ 日本企画計画学会総会出席（学会員のみ） 

  車での来場希望 □ 

 

【参加費用お振込先】 郵便振替口座 00890-1-65265 日本企画計画学会、 又は、 

 三菱東京UFJ銀行 守山支店 普通預金口座 1305971 日本企画計画学会  

代表 日比野省三   

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

問合せ、申込先：info_jps@bttnet.com   fax： ０４８－８３９－３３５７ 

                      ℡： ０５０－３３７９－０８８０ 


