
2017年9月。単科クラス、始まります。
新規法人様向け_単科クラス開始記念_期間限定トライアルのご案内

当学院は、日本初、女性リーダーを育成する為の専門プログラムを提供するビジネススクールです。
現在、土曜日開講のリーダーシップ総合養成コース（他4クラス）と、平日夜開講の丸の内ウーマンズリーダーシップスクールをご提供しております。
リーダーシップ総合養成コースは、成果を出すためのリーダー・管理職育成のための6か月のしっかり集中コースであり、企業派遣33社総入学者数190
名の実績がございます。次に人気の高い、お仕事帰りに学ぶ丸の内リーダーシップスクールは、1講座から自由に受講できるオープンな講座として増設
し、現在受講者数102名の実績を出させて頂くまでになりました。

私どもは2015年1月リーダーシップ総合養成コースから開学し、女性専門のリーダー・管理職育成や中堅キャリアアップとして成果に定評のあるプログラ
ムをご提供しており、その特徴は、①多彩で一流の講師陣や経験学習とダイバシティ学習を導入したプログラム設計②多様な業種業界の参加者が学
び合い切磋琢磨する良質な横のネットワークと③オールジャパンで支援する女性エグゼクティブやメンターとの縦のネットワークなど、その繋がりやパ
ワーが充実しております。

しかしながら、これまでは講座も、プログラムも、コミュニティも、リーダーシップ総合養成コース受講参加者だけの、限られたバリューでした。これまで多く
の法人様から、コースの一部の講座の解放など多様なご要望いただいておりましたが、お応えできずにおりました。

そこでこの度、この壁を乗り越え（一部の講座を除く）、扉を開き（クローズから、オープンに）2017年9月～＜単科クラス＞をスタートする運びとなりました。
総合的に学び実践成果を導き出す既存のコース受講とともに、これからは、受講したい講座や痒いところに手が届くプログラム＜単科クラス＞を、法人
様に向けてご利用いただける準備が整いました。社内研修や自己啓発研修として使いやすい構成にさせていただいております。

尚、単科クラスの開始記念に伴い、2017年度期間限定、年会費無料（10万円）にて、6か月間トライアルをご利用いただける機会を設けました。当学院
の自信あるプログラムをよりオープンに、より受講しやすくなった今こそ、このお得な機会にぜひ体感していただけたら、と思います。

受講料

1コマ受講料 8,500円（税別)
【土曜開講リーダーシップ総合養成コース_単科クラス】

1コマ：1時間30分
通常：一般受講料11,458円（税別）⇒単科クラス1コマ_8,500円（税別）

●受講生メンバー登録料・メンバーサイト使用料（授業や課題のお知らせ等）お1人につき1000円いただきます。
●講座によっては別途教材費実費をいただきます。

・トライセクターリーダーの時代/事業計画/システム思考の講座は、課題図書の実費を頂きます。
・ストレングス・リーダーシップ講座は、「さあ、才能に目覚めよう」マーカス・バッキンガム＆ドナルド・O・ク

リフトン田口俊樹訳の書籍代実費（ストレングス・ファインダーのアクセスコード付きであり、事前に自分の
強みを分析結果を持参して講座を受けます）

・マーケティング＆事業戦略１・２には、7つの課題があります。ハーバード大のケース他、別途教材費かかります。
お問い合わせください。

※別紙に「目的別おススメ受講ショートユニット」を記載しております。受講の参考にしていただければと思います。

●定評ある授業力と短期間で実践的に学べる費用対効果の高いプログラム
●自律キャリアの動機づけが短時間に実現できるサブシステム
●多様なネットワークの中での他流試合と育ちやすい環境づくり

上記が揃っていることが大きな魅力であり、成果を大きく左右致します。
何を学ぶかに加えて、誰と学ぶかも重要ですが、優秀で多様な業種業界の
リーダーの卵たちと他流試合の中で最も効果的に学び合う事が出来ます。

単科クラスの
特徴

1社につき、原則、人数制限なくお申込みいただけます
クラスの定員状況により、受講時期や申込み人数のご相談をする場合がございます。（目安として1社1講座15名
まで可）
法人特別割引利用によるお1人のお申込みは20コマまでを制限とします
ご予算や組織目標や育成課題に合わせたプログラムの構成やカスタマイズプログラムなど、お気軽ご相談いた
だけます
1科目で複数コマある講座は、ばらして申し込むことはできませんので、ご注意ください。

例） ロジカルシンキング全2コマでのお申込みとなります
例） マネジメント基礎力強化【前半・後半】全5コマでのお申込みとなります
例） マーケティング＆事業戦略【１．２】全5コマでのお申込みとなります

イレギュラーな時間設定の授業がありますので、ご注意ください。
例）エグゼクティブメンターイベント～リーダーシップの旅にでよう 1200～1530
例）2030年の世界（ 1000～1220）トライセクターリーダー（1325～1545）

開催スケジュール及び担当講師は講師の都合により、変更になる場合があります。

日程・会場につきまして受講人数により変更になる場合があります。
通常、単科クラス申込は、ご利用年会費として1法人10万円の年間更新をお願いしております（初年度開始時
にお納めいただきます）

＜お申込み受付＞
●お申込み受付開始 2017年７月～スタート
●お申込み順によりお席を確保します。定員になり次第締め切ります。
●お申込み締切は各講座開催日の3週間前までと致します。
●法人特典有効時間 2017年９月１日～2017年12月30日

法人お申込み
受講について

単科クラス開始記念
法人特典

期間限定トライアル年会費（10万）無料にて、
新規法人様へのチャンス！

通常、単科クラス申込は、ご利用年会費として1法人10万円の年間更新を初
年度開始時にお納めいただいておりますが、
この度、単科クラスの開始記念に伴い、2017年度期間限定、年会費無料（10
万円）にて、6か月間トライアルをご利用いただける機会を設けました。

※2017年9～12月の限定期間内に、リーダーシップ総合養成コース単科クラス
を1講座以上お申込みいただいた場合には、実施スタートから6か月間、年会費
の対象期間とはなりません。
お申込み後6か月間の中で、継続ご利用のトライアルをしていただき、今後の継
続ご利用をご検討ご決定してからの年会費のご請求となります。



開催会場

お申込み手順

2017年下期 単科クラス
おすすめショートユニット

田町会場：田町グランパーク 紀尾井会場：紀尾井町フォーラム

【アクセス】
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町
4-1 
ニューオータニガーデン
コート1F

地下鉄丸の内線・銀座線
「赤坂見附駅」下車
D.紀尾井町口
地下鉄半蔵門線「永田町
駅」下車 7番出口／
地下鉄有楽町線「麹町駅」
下車 2番出口

【アクセス】
〒108-0023
東京都港区芝浦3丁目4-1
JR田町駅 徒歩5分
都営三田線／都営浅草線 三田
駅 徒歩7分

info@wis-japan.org

http://wis-japan.org

※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。

お問い合わせはこちらまで

日本女子経営大学院 運営事務局

TEL:(03)6435-4155 FAX:(03)6435-4158
〒108-0073
東京都港区三田3-1-19 第12ｼｸﾞﾏﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ三田3階

URL:http://wis-japan.org/
Facebook: https://www.facebook.com/wisjapan

E-mail

ＵＲＬ

●目的別にお選びいただけます。おすすめ参加例です。
＊別紙にて開催スケジュール（時間割）を参照のこと

▼申込み内容をご確認ください
▼御請求書のお受け取り下さい

▼指定口座へのお支払いをお願いします。

▼講座選択と受講者を確認いただき、受講
者シートをご提出ください

▼受講生メンバーサイトのパスコードをご案
内します

▼事前のご予約が必要です。お早めにお申込み下
さい。
▼リーダーシップ総合養成単科クラス_企業派遣用
単科クラスお申込み書に,ご記入いただき、メール
送付ください
▼おそくとも講座開催３週間前までにお願いします。

▼受講講座の事前課題・事後課題、課題
図書などの有無や内容をご確認ください

▼お申込み講座・開催会場・お時間をご確
認くださり、お越しください。

ご確認 お支払い ご受講お申込み

●6コマ2日間 51000円 9月2日・9日
【ビジネス基礎力】

・ロジカルシンキング（２コマ） 9月2日
・コミュニケーション（２コマ） 9月2日
・組織人材マネジメント（２コマ）9月9日
⇒8500×6コマ ⇒51000円（税別）

●6コマ 2日間 51000円 9月23日・10月28日
【リーダーのためのプチMBA】

・事業計画（1コマ） 9月23日
・アカウンティング（1コマ） 9月23日
・営業販売戦略（1コマ） 9月23日
・ファイナンス（1コマ） 9月23日
・ビジネスモデル（2コマ） 10月28日
⇒8500円×6コマ ⇒51000円 （税別）

●5コマ2日間 47500円 10月14日・21日
【実践！小川政信氏マーケティング事業戦略（7つの課題付）】

マーケティング&事業戦略１（3コマ） 10月21日
マーケティング&事業戦略２（2コマ） 10月14日
⇒8500×5コマ ⇒42500円＋教材費 5000円
⇒47500円（税別）

●4コマ2日間 34000円 11月11日・12月2日
【琴坂将広氏の経営戦略基礎と自分への落とし込み】

・経営戦略（２コマ） 11月11日
・ストーリーテリング（1コマ） 12月2日
・マインドフルネスとビジネス（1コマ）12月2日
⇒8500×4コマ ⇒34000円 （税別）

1講座だけでもお申込みできます
ご予算や組織目標や育成課題に合わせたプログラムの構成や
カスタマイズプログラムなど、お気軽ご相談いただけます
企業研修の実施としてのご提案、実施が可能です
同じメニューを中堅社員や男性管理職へなど実施いたします
女性の上司とのセットでの研修などのご提案実施いたします



●6コマ 1.5日間 2018年1月20日 1月27日

【視野を広げ、ビジネス観と自分軸を創る】

・ エグゼクティブメンターイベント（2コマ）

• 2030年の世界（1・５）

• トライセクターリーダーの時代（1・５）

• キャリアの創り方磨き方（1コマ）

●６コマ 1.5日間 2018年2月１７日 2月24日

【強みも課題も、使える自分になる】

・ ストレングス・リーダーシップ（2コマ）

・ コミュニケーション（２コマ）

・ ロジカルシンキング （2コマ）

●８コマ 2日間 2月24日 3月3日

【キャリアとマネジメント力向上】

・ ロジカルシンキング （2コマ）

・ ワークライフバランスと人生設計（1コマ）

・ マネジメント基礎力強化（前半・後半）（5コマ）

●8コマ 3月10日 3月31日 4月7日 4月21日

【リーダーのためのミニMBA】

• 事業計画（１コマ）

• アカウンティング（１コマ）

• 組織人材マネジメント（2コマ）

• ビジネスモデル（２コマ）

• 営業販売戦略（１コマ）

• ファイナンス（１コマ）

●６コマ 4月7日 6月9日

【経営戦略基礎とビジネスモデル】

・ 経営戦略（2コマ）

・ ビジネスモデル（2コマ）

• ストリーテリング（１コマ）

• マインドフルネス（1コマ）

●5コマ 2日間 4月14日 5月12日

【今求められる、戦略リーダーシップ】

・ マーケティング&事業戦略1，2（5コマ）

（段階的に7つの課題が入ります）

●6コマ 1・5日間 3月31日 5月26日
【問題解決スキル＆質問会議】
・ システム思考（2コマ）
・ チームリフレクション（4コマ）

●6コマ 1月20日 1月27日 4月21日 6月9日
【女性のキャリアと自己変革】
・ エグゼクティブメンターイベント（2コマ）
・ キャリアの創り方・磨き方（1コマ）
・ 志・グローﾊﾞル・リ―ダー（1コマ）
・ ストリーテリング（1コマ）
・ マインドフルネス（1コマ）

●6コマ 1月20日 2月17日
（＋オプション講座 子育て航海術）
【子育てもキャリアも、輝きたい！】
・ エグゼクティブメンターイベント（2コマ）
・ ストレングス・リーダーシップ（2コマ）
・ キャリアと子育て航海術（2コマ）

●6コマ ２月2４日 ３月31日 5月29日
【仕事力の本質とノウハウを学びたい！】（丸の内スクール）
・ 組織人材マネジメント（2コマ）
・ ロジカルシンキング （2コマ）
・ 道場１ 新任リーダーの90日戦略(女性リーダーの

無意識のバイアスとその取扱い方）（2コマ）

●11コマ 1月20日 2月１７日 2月24日 3月3日
【自らのキャリアとリーダーシップの可能性を拓こう】
・ エグゼクティブメンターイベント・チーム分科会
（２コマ）
・ ストレングス・リーダーシップ（２コマ）
・ コミュニケーション（２コマ）
・ マネジメント基礎力強化（前半・後半）（5コマ）

●11コマ 1月20日 2月１７日 2月24日 3月3日
4月7日

【自己キャリアと組織マネジメントベーシック】
・エグゼクティブメンターイベント・チーム分科会
（２コマ）
・ストレングス・リーダーシップ（２コマ）
・マネジメント基礎力強化（前半・後半）（5コマ）
・経営戦略（２コマ）

●下記ショートユニットは土曜のリーダーシップ総合養成コースのブログラムの
1部から選択したカスタマイズプログラムですが、
それ以外にもお仕事帰りの平日 丸の内ウーマンズリーダーシップスクール の
7回開催＋道場2回のプログラムから、1講座受講・組み合わせ受講・コース受講
を選択することも可能です。

＊1講座でもお申し込みも可能です。
＊別紙にて開催スケジュール（時間割）を参照のこと(色分けも準じます。)
★単科クラス開始記念特典について：2018年1月～或は4月～等、単科クラスをご検討いただく場合、
2017年下期の1講座でもお申込みいただきますと、6か月分の年会費（10万円）は無料になります。

1講座だけでもお申込みできます
ご予算や組織目標や育成課題に合わせたプログラムの構成や
カスタマイズプログラムなど、お気軽ご相談いただけます
企業研修の実施としてのご提案、実施が可能です
同じメニューを中堅社員や男性管理職へなど実施いたします
女性の上司とのセットでの研修などのご提案実施いたします

2018年上期 単科クラス
おすすめショートユニット

●単科クラス活用実例
女性リーダー・管理職育成研修 / キャリアデザインとリーダーシップ育成 / 管理職2
歩手前 ハイポテンシャル人財育成 / 若手ハイポテンシャル人財育成 / 自己啓発
研修 / 職場復帰前プログラム（育休中に受講）
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小川 政信
インスパーク株式会社代表取締役

小室 淑恵
株式会社ワーク・ライフバランス
代表取締役社長

宮崎 百合子
株式会社クレーネ 代表取締役

内田 亮
株式会社マネジメントサービス
センターコンサルタント

栗崎 由子
Europe-Japan 
Dynamics Founder

森川 里美
ICF( 国際コーチ連盟) 認定
マスターコーチ
ギャラップ認定ストレングスコーチ

渋谷 聡子
米国CTI 認定コーアクティブ
コーチ（CertifiedProfessional
Co-Active Coach）

ＮＬＰ国際認定プラクティショナー

吉沢 昇司
日本女子経営大学院
プログラム開発室長

金野 索一
日本女子経営大学院 理事

河北 隆子
日本女子経営大学院
代表理事

木全 ミツ
認定NPO法人JKSK女性の
活力を社会の活力に 会長

寺田 由美
HRリスペクト株式会社
代表取締役

前田 浩樹
合同会社 ミクスチュア
代表執行役社長

琴坂 将広
慶応義塾大学 総合政策学部准教授

野田 稔
明治大学大学院
グローバル・ビジネス研究科 教授

河野 木綿子
仕事の英語パーソナルトレーナー 代表

望月 鶴川
鶴川流花押宗主
栄昌堂印店 天楽書道会主宰
葛飾区書道連盟理事

小島 久和
株式会社NTTドコモ
サービスデザイン部担当課長

今井 恵利子
株式会社マネジメントサービスセンター
コンサルタント

服部 泰宏
横浜国立大学大学院
国際社会科学研究院准教授

野元 義久
株式会社BRICOLEUR
代表取締役

石山 恒貴
法政大学大学院
政策創造研究科教授

※敬称略 ※プログラム内容及び講師の都合により変更になる場合があります。

森本 千賀子
株式会社リクルートエグゼクティブエージェント
株式会社morich 代表取締役

渡辺 パコ
株式会社水族館文庫代表取締役社長
デジタルハリウッド大学 教授
日本工業大学専門職大学院 客員教授

藤原 浩
株式会社マネジメントサービス
センター 代表取締役社長

秋山 ゆかり
Leonessa代表取締役社長
明治大学サービス創新研究所客員研究員/内閣
府総合科学技術イノベーション会議委員

脇 經郎
イノベーションアソシエイツ 株式会社
代表取締役

藤崎 葉子
株式会社サクセスボード取締役
Woman’s Career事業部長

講師紹介


