
Special Seminar “Davos experience in Tokyo ” 

～KＭＤ石倉洋子 特別セミナー “ダボス会議を東京で経験する” ～ 

 

□背 景 

 1 月 23 日から「世界経済フォーラム（通称：ダボス会議）」の年次総会がスイスのダボスで開かれます。  

今年のテーマは、多様なリスクに直面している 2013年の世界を映した「Resilient Dynamism」です。 

 「ダボス会議」については、日本のメディアでも紹介されていますので、世界のリーダーが参加して政治、経済、

社会の課題を議論するハイレベルな国際会議らしいという印象を持っているかもしれません。 

 

□セミナーの目的 

ダボス会議の話は聞くけれど、ビデオを見ても、メディアの報道を見ても、何となくピンとこない、それに英語

なので、少し見ていると疲れるという経験を持つ方もいるでしょう。 

ダボス会議は有名ですが、ダボスという所はスイスのスキーリゾートで雪深く、小さな地域で、あちこちの会場

で数百のイベントが開かれますし、世界から数千人のリーダーが集まってきているので、期間中は、車が渋滞、

歩くと寒いところです。 

そこで、ダボスの終了後すぐ、イベントをビデオなどで見ながら、世界の課題に関心が高く、将来はダボスの

ような会合にも参加したいと考える方々と一緒に、東京でブレーンストーミングをしよう、というのが今回のセミナ

ーです。 

 

□期待成果 

１．ダボスで世界のリーダーが行っている議論やインタビューから浮かんだテーマや課題を、その場でグループ

別に、英語でブレーンストーミングする。つまり、ダボスで行われているような知的活動を東京で少人数のグ

ループに分かれ、英語で行う。 

２．見る、聞くだけでなく、自分たちが当事者として、テーマを選び、考え、表現し、議論する。 

３．同じような関心を持つ人々と会い、ともに活動する契機をもつ。 

４．ダボス会議さながらの、臨場感が感じられる。 

 

□開催日時 

2月 1日（金） 18：30開場  19：00～21：00 

終了後、近くでネットワーキングのためのカジュアルな懇親会を計画しています。（希望者のみ） 

 

□開催場所   

ウィルソン・ラーニングイノベーションセンター  住所：東京都港区六本木一丁目 10番 6号 

最寄り駅：地下鉄南北線「六本木一丁目」、地下鉄日比谷線「神谷町」より徒歩 5分  

地図：http://www.wlw.co.jp/company/address/index.html  

 

□プログラム概要 

１．慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 石倉洋子によるダボス会議とセミナーの紹介 

２．ダボス会議で行われた one-on-one インタビューやパネルを視聴  

３．参加者全体でテーマ、課題に関するディスカッション 

http://www.wlw.co.jp/company/address/index.html


４．テーマ別グループディスカッション、レポートバック 

５．全体ディスカッションとまとめ 

 

□参加にあたってのお知らせ 

１．プログラムはすべて英語で行われます。（語学レベルは問いません） グローバルアジェンダに関心のある

方の参加を歓迎します。 

２．プログラム終了後、ネットワーキングのためのカジュアルな Get-together を予定しています。（希望制） 

４．定員 40名。先着により申込を締め切らせて戴きます。定員に達した場合はご容赦ください。 

 

□参加費用 

プログラム参加費 2,000円  

※プログラム後、Get-together として懇親会（3,000円程度の予定）を予定しています。 

  

□参加登録 

申込サイトから申込み手続きをお願いします。 

http://www.wlw.co.jp/seminar/development/index.special20130201.html 

l 

□ファシリテーター紹介 

石倉 洋子 

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 

＜略歴＞ 

バージニア大学大学院 経営学修士（MBA）修了。 ハーバード大学大学院 経営学博士(DBA) 修了。 マ

ッキンゼー社でマネジャー、青山学院大学国際政治経済学部教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科

教授。その他、富士通、日清食品ホールディングス、ライフネット生命社外取締役、世界経済フォーラム（ダボ

ス会議）の Global Agenda Councilのメンバー。 

専門は、経営戦略、グローバル競争におけるイノベーション戦略、競争力。 

主な著書に、「戦略シフト」（東洋経済新報社）、「日本の産業クラスター戦略」(共著、有斐閣)、「戦略経営論」

（訳、東洋経済新報社）、「グローバルキャリア」（東洋経済新報社） 「世界級キャリアのつくり方」（共著、東洋

経済新報社）等。 http://www.yokoishikura.com, Twitter: @yokoishikura 

 

□主催 

石倉洋子研究室 グローバル・アジェンダ・プロジェクト 

 

□後援 

ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 http://www.wlw.co.jp/ 

越境リーダーシッププロジェクト http://www.facebook.com/crossborderleadership 

 

□お問合せ 

  越境リーダーシップ推進委員会 運営事務局 三浦英雄 

 mail: Crossborder_Leadership@wlw.co.jp  

http://www.wlw.co.jp/seminar/development/index.special20130201.html
http://www.yokoishikura.com/
http://www.wlw.co.jp/
http://www.facebook.com/crossborderleadership
mailto:Crossborder_Leadership@wlw.co.jp


Special Seminar “Davos experience in Tokyo” 

 

□Background 

   Annual meeting of the World Economic Forum is scheduled to take place in Davos, Switzerland, from 

January 23 for five days.  The topic for this year is Resilient Dynamism, reflecting the world in 2013 

facing various risks.   

   You may have the impression that “Davos conference” is the high-level forum (probably too 

sophisticated to understand for us?!) as world leaders discuss/debate political, economic and social 

issues. 

 

□Objective of the special seminar 

   Some of you may have heard of Davos, but not quite sure what goes on, from the webcast & articles 

in the paper, partly because it is all in English that makes it hard to concentrate and follow.   

   Davos is a small ski resort in Switzerland, with lots of snow (obvious as it is ski resort!) and hundreds 

of events take place at different locations during the five days.  Thousands of world leaders pack in the 

small area, often making the traffic tough to cope and the walk to different locations too much. 

   The special seminar is to provide opportunities to brainstorm issues in English, right after the events 

at Davos. It will also be a good opportunity to meet with a group of people who are interested in global 

agenda and in participating in the international conferences such as Davos in the future.  

 

□Expected output 

  Provide the opportunities for the following: 

1. To engage in intellectual discussion similar to the one held in Davos in English. By brainstorming the 

topics and issues generated from the discussion/interview by world leaders in Davos.   

2. To participate in selecting the topic, analyzing, expressing your ideas and discussing issues, rather 

than just watching or listening 

3. To meet with people who share similar interests and to collaborate  

4. To get the feel for Davos. 

 

□Dates & Time 

 February 1 (Fri) 18:30 Registration Open19:00 – 21:00  

 After the session, casual get-together is planned nearby for networking purposes. (For those who want 

to participate.) 

 

□Location 

  Wilson Learning Innovation Center   1-10-6 Roppongi, Minato-Ku , Tokyo 

  Map: http://www.wlw.co.jp/company/address/index.html 

 

 

 

http://www.wlw.co.jp/company/address/index.html


□Program (tentative) 

   1. Introduction of Davos and of the Special Seminar by Yoko Ishikura, KMD 

   2. Watch webcast live sessions in Davos such as one-on-one interview and/or panel.   

   3. General discussion for topics and issues (Facilitated by Yoko Ishikura) 

   4. Group breakout session & report back 

   5. General discussion & wrap-up  

   

□Note for those interested 

1. Program is conducted in English 

2. After the session, we will have casual get-together for networking at .xxx. 

 

□Fee 

  2,000 yen for the main program. 

 3,000 yen for the get-together. (Preliminary) 

 

□Registration 

  http://www.wlw.co.jp/seminar/development/index.special20130201.html 

 

□Ｆａｃｉｌｉｔａｔｏｒ 

  Ｙｏｋｏ Ｉｓｈｉｋｕｒａ, Professor, Graduate School of Media Design, Keio University  

Dr. Ishikura received her MBA from Darden School, University of Virginia; and DBA from Harvard 

Business School. Her expertise is in global business strategy, competitiveness and innovation.  

She was a professor at Graduate School of International Corporate Strategy, Hitotsubashi University. at 

Aoyama Gakuin University in Tokyo and was a consultant at McKinsey and Company Inc. Japan. She is 

currently a non-executive Director of Fujitsu Ltd., Nissin Foods Holdings and Lifenet Insurance Co. 

Professor Ishikura has been a frequent speaker at management conferences, seminars, and workshops 

throughout the world. Currently she is a Vice Chair of Global Agenda Council on Education & Skills, the 

World Economic Forum. 

  http://www.yoikoishikura.com/english  Twitter: @yokoishikura 

 

□Sponsored by 

   Yoko Ishikura Global Agenda Project 

 

□Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ  

Ｗｉｌｓｏn Learning Worldwide inc.   http://www.wlw.co.jp/ 

Cross-border Leadership Project.  http://www.facebook.com/crossborderleadership  

 

□Contact 

Cross-border Leadership project mail: Crossborder_Leadership@wlw.co.jp                       

http://www.wlw.co.jp/seminar/development/index.special20130201.html
http://www.yoikoishikura.com/english
http://www.wlw.co.jp/
http://www.facebook.com/crossborderleadership
mailto:Crossborder_Leadership@wlw.co.jp

