Women’s Leadership school

in Marunouchi
コースの目的

自らの旗印を持ち、賢くハッピーに生き、働く、真に輝くビジネスウーマンを
育む場と環境を提供し、一人ひとりの個人価値と企業価値、社会価値を同時に
実現することを目指します。
受講対象者

●キャリアアップを目指す女性
●企業内でリーダー・管理職を目指す女性
●女性起業家としてビジネス基礎とプレゼンスを磨きたい女性
●凛として自分らしくしなやかに生きる、輝くワーキングウーマンを目指す女性
●立体的かつ実践的な、価値ある人脈やネットワークを構築したい女性

コンセプト

Woman
Business
Diversity

じぶんの未来を創る,ジブンの育て方を学び、
自分らしいリーダーシップの旗印を立て、自ら輝く
仕事の世界観を広げ、問題解決力、価値創造力を向上させる
多様な視点を育て、価値あるネットワークと3rdプレイスで
共有価値の創造（CSV）を実現し、社会へイノべーションの種を蒔く
講師・スケジュール等詳しくはホームページをご覧ください

講座案内

http://wis-japan.org/program/marunouchi.html

リーダーシップの旅に出よう
～エクゼクティブメンターイベント～
第一線でビジネスリーダーとして活躍する多彩
な女性エグゼクティブリーダーをゲストに迎え、
エネルギーや本音に直接触れて、自らの内なる
リーダーシップの可能性に目覚める、スクール
のキックオフ講座です。

リーダーシップ
時代と共に変遷する様々なリーダーシップ論の
変遷や、最近注目されるリーダーシップ論に触
れながら、ダイバーシティー時代にふさわしい
自分らしいリーダーシップの在り方について思
索を巡らす講座です。

日本文化Ⅰ・Ⅱ

2030年の世界
そう遠くない未来2030年、日本と世界はどの
ように変化しているでしょうか?企業や私たちに
とっての環境変化を積極的に考え、次世代のビジ
ネスリーダーとして、また個人として、どのよう
な準備を始めるべきかについて視野と時間軸を広
く持って考えてゆきます。未来を見通す力を高め
より良い選択を行う力を養う講座です。

ロジカルシンキング
ビジネスも複雑化し顧客も多様になっていく
ビジネスフィールドにおいて、確からしさや
違いを明確化し、順序立て効率的に考える
思考法やロジカルシンキングのエッセンスを
体得する講座です。

経営戦略入門Ⅰ・Ⅱ

キャリアと
ワークライフハーモニーⅠ・Ⅱ
女性であることを認めて活かし、ビジネスとラ
イフを共に自分らしく調和、統合していく、こ
れからの主体的な自身のキャリアの在り方を形
作る、本当に大切なことを見つめていく講座で
す。今と未来に求められるキャリアの考え方、
積み上げ方を実践的に掴んでいきます。

ロジカルプレゼンテーション

様々な戦略論やビジネスモデルを越えて、普遍
的に求められる経営戦略の定石を、一つの流れ
に沿ってシンプルに学んでいく講座です。戦略
の満たす要件や流れを踏まえ、思考を巡らしフ
レームを活用する意味合いを考えていく。構造
的かつ実践的なエッセンスを学ぶ講座です。

独自性や特⾧、自身の熱意を伝えながら、
関係者を動機づけて動かし、実現に向かう
ビジュアルコミュニケーションスキル。この
プレゼンテーションについてテクニカルに学
ぶ講座です。

ダイバーシティコミュニケーション

日本文化における伝統的なアイデンティティー
表現の一つである花押にフォーカスをあて、グ
ローバルで活躍するために必要不可欠な教養とし
て、自国の文化に対する理解を深めていく講座で
す。花押の書き方を具体的に学びながら、自身を
表現した、オリジナルの花押を創作する講座です。

世代や組織、価値観や思考など、さまざまな違い
を認め合い、その違いを積極的に生かし合う協働
的チームやコラボレーションを創造し促進してい
くコミュニケーションについて視点を深めます。
自らのビジョンを実現してゆく源としての「本当
の自分」を見つめ直し、自分のすべてのリソース
をパワーに転換していく講座です。

開催会場

開講スケジュール
●開催時期
●開催時間

あなたのマネジメントスタイル
なかなか整理がつかない自身のマネジメントの
持ち味をシンプルな要素で整理することを通じ、
自分やメンバーのマネジメントスタイルについ
て自覚を深めていきます。ここではマネジメン
トの実践と効果を理解すると共に
自分らしさを活かしたマネジメントを考え、掴
んでいきます。

1月～3月/7月～9月
原則火曜夜

１８:５０～２１:３０（1時間15分×２限）

詳しくはホームページをご覧ください

日本女子経営大学院 公式ホームページ
http://wis-japan.org/program/marunouchi.html

「3×3 Lab Future」
〒100-0004
東京都千代田区大手町1－1－2 大手門タワー・JXビル1階
東京メトロ東西線・千代田線・半蔵門線・丸ノ内線・
都営三田線「大手町駅」（C10出口）より徒歩約2分

受講料

 1講座申込

（1時間15分×２限）

18,000円

※MA007ダイバーシティコミュニケーションのみ9,000円

 コース(特典あり) 117,000円

●コミュニティ登録料は頂戴しません。
●上記は全て税別料金となります。別途消費税分をご請求します。●上記以外に、
別途教材費を徴収いたします。●本学院履修生にはWIC特典、その他WICサ
ポーター割引がございます。●本学院は、女性リーダーを育成するための専門プログラムを

提供するビジネススクールであり、学校教育法条項に該当する学校ではありません。

お申込書は、こちらよりダウンロードしてください

http://wis-japan.org/program/pdf/pdf01.pdf

お問合せ
E-mail
ＵＲＬ

info@wis-japan.org
http://wis-japan.org

108-0073
東京都港区三田3-1-19
TEL:(03)6435-4155
FAX:(03)6435-4158

第12ｼｸﾞﾏﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ三田3階

日本女子経営大学院・運営事務局

PR011
ⓒ All rights reserved by日本女子経営大学院

開講日程

Women's Leadership school in Marunouchi 開催スケジュール
開催日程

講座名

12:20～14:15
MA001

MA002

MA003

MA004

MA005

MA006

2017/1/14（土）

リーダーシップの旅に出よう
～エクゼクティブメンターイベント～

2016/10/6更新
ビジネスの第1線で活躍する
担当講師
多様な女性エグゼクティブメンター他
ビジネスの第1線で活躍する
多様な女性エグゼクティブメンター他

本学院エクゼクティブメンター他

14:20～15:30

チームセッション（分科会）

18:50～20:05

キャリアとワークライフハーモニーⅠ

竹之内幸子氏

20:15～21:30

キャリアとワークライフハーモニーⅡ

竹之内幸子氏

18:50～20:05

2030年の世界

脇經郎氏・
吉沢昇司氏

20:15～21:30

あなたのマネジメントスタイル

吉沢昇司氏・
脇經郎氏

18:50～20:05

経営戦略入門Ⅰ

琴坂将広氏

20:15～21:30

経営戦略入門Ⅱ

琴坂将広氏

18:50～20:05

ロジカルシンキング

渡辺パコ氏

20:15～21:30

ロジカルプレゼンテーション

渡辺パコ氏

18:50～20:05

日本文化Ⅰ（花押）

望月鶴川氏

20:15～21:30

日本文化Ⅱ（花押）

望月鶴川氏

本学院エクゼクティブメンター他

2017/1/17（火）

2017/1/24（火）

2017/2/7（火）

2017/2/14（火）

2017/3/7（火）

●開催スケジュール及び担当講師は、講師の都合により変更になる場合がございます。
●プログラム内容については、当学院HPをご覧ください。http://wis-japan.org/program/course.html

開催会場:「3×3 Lab Future」
対象:企業内でマネジメントを目指す女性、起業もしくは
個人のキャリアアップを目指す女性
定員:50名
※MA07ダイバーシティコミュニケーションのみ

9,000円（税別） /ＭＡ００７のみ
 18,000円 (税別） /1講座申込
 117,000円（税別) /コース（特典あり）

募集URL:

http://www.ecozzeria.jp/events/special/WLSM.html
http://wis-japan.org/program/marunouchi.html

【アクセス】
〒100-0004
東京都千代田区大手町1－1－2
大手門タワー・JXビル1階
東京メトロ東西線・千代田線・半蔵門線・丸ノ内線・
都営三田線「大手町駅」（C10出口）より徒歩約2分
(*1) 「一般社団法人 大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、
NPO法人 大丸有エリアマネジメント協会、一般社団法人 大丸有環境
共生型まちづくり推進協会（以下 エコッツェリア協会）」の3団体は連
携してまちづくりを推進しています。

早割特典_特別受講料金のご案内
日本女子経営大学院では、既存の6か月集中（原則）・隔週土曜開講常設コースに加え、この度、お仕事帰りに通
い易い平日夜間の短期キャリア講座「Women‘s Leadership school in Marunouchi」を増設、開講いたします
ので、お知らせ申し上げます。
この講座は、Woman、Business,Diversityの3つのコンセプトのもと、コース受講だけではなく、気になる講座、受けた
い講座だけを、自由に選択し、オープンに学び合うプログラムです。
この度は、早期にてお申込みいただく個人様及び法人様へ「早期割引_特別受講料金」をご案内申し上げます。
つきましては、個人様のお申込み及び企業から受講生の派遣をご検討いただく際、ぜひ積極的にこの特別料金
をご利用いただきたく存じます。 詳しくは下記概要をご参照いただき、本学院事務局へご連絡いただけますようお
願い申し上げます。※人数に限りがございます。お早めにご連絡ください。
＜日本女子経営大学院公式ホームページ http://wis-japan.org/program/marunouchi.html＞

概要

講座名称:Women's Leadership school in Marunouchi
主
催:日本女子経営大学院
協力:三菱地所エコッツェリア協会
2017年7月～9月
期間： 2017年1月～年3月
（※講座開講スケジュールは裏面参照）
実施内容:キャリアアップやビジネスリーダーを目指す女性を対象に
自分らしいリーダーシップの形成と問題解決力や自らの可能性に
ブレークスルーを起こすプログラムを実施。

●まるじょ講座お申込み受付
1講座:18,000円/税別 平日夜2時間半
（1時間15分×２限）

早割特典

●第1次募集締切日 11月30日（火）
までにお申し込みいただいた方に
【10％OFFの早割制度】が適用されます。
ご活用ください。

●コミュニティ登録料や会員費用などは頂きません
●上記は全て税別料金となります。別途消費税分をご請
求します。
●科目によっては別途教材費を頂きます
●本学院は、女性リーダーを育成するための専門プログ
ラムを提供するビジネススクールであり、学校教育法条項
に該当する学校ではありません。

1講座（1時間15分×２限）通常価格18,000円
⇒早割特別受講料金 16,200円/税別（10％OFF）
お申込方法
事務局にご連絡ください。専用申込書をお送りします。
お申込書類の請求・お問合せ
日本女子経営大学院・運営事務局
〒108-0073 東京都港区三田３－１－１９ 第12シグマビルディング三田3階
TEL: 03-6435-4155 FAX:03-6435-4158
E-mail: info@wis-japan.org
URL： http://wis-japan.org

