
76,000円（税別）

リーダーシップ総合養成コース
おすすめユニット講座のご案内

様々な目的に合わせ、インプットとアウトプットが
バランス良く調和され学びを成果に紐づけるため
有効な科目同士を組み合わせてまとめている

おすすめユニット講座
の受講がお薦めです！

企業研修の一環として
お好きな講座を
1講座から受講可能

おすすめユニット講座
で効率的に受講

自分らしいキャリア形成の場や学びスイッチを、限られた人だけでなく、もっとオープンに提供したい！
学ぶことをもっと身近にしたい！共に学び合う素晴らしさをもっと知って欲しい！
そこで、当校の常設コースの講座を、1講座から自由に組み合わせて受講可能な

『単科クラス』を開講しております。
気になる講座があれば、お気軽に、企業の研修の一環としても、1講座からお申込み可能です。

是非ご検討下さいませ。

2019年上期5月生(第9期生)



自らの才能に目覚め、仕事の基礎力を掴む

おすすめユニット受講 B

マネジメント基礎力
強化

ロジカルシンキング

7/06 1限(0.5単位)
講師：大嶋祥誉

次世代リーダーのための
考える技術・書く技術

ストーリーテリング

7/06 ２限(1.5単位)
講師：吉沢昇司

6/29 1-2限(2単位)講師：渡辺パコ

6/08 3-4限(2単位)講師：寺田由美

プロコーチによる個別セッション&レポーティング支援

103,000円（税別）
8コマの授業受講/個別セッション&レポーティング/課題ツール・テキスト・ワークシート（7,000円）

/メンバーサイト登録料・使用料（3,000円）など全て含まれます

※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。

103,000円（税別）
8コマの授業受講/個別セッション&レポーティング/課題ツール・テキスト・ワークシート（7,000円）

/メンバーサイト登録料・使用料（3,000円）など全て含まれます

マネジメント基礎力
強化
(前半)

5/18 3-4限(単位)
女性エグゼクティブによるパネルディスカッション＆チーム分科会

エグゼクティブメンターイベント

5/25 1限(1.5単位)
講師：渡辺パコ

２０３０年の世界

5/25 2限(1単位)
講師：金野索一

トライセクターリーダーの時代

6/29 1-2限(2単位)
講師：渡辺パコ

ロジカルシンキング

5/25 3限(1.5単位)
講師：宮崎百合子

キャリア・リーダーシップ

自己キャリアとリーダーシップの可能性を広げる

おすすめユニット受講 A

プロコーチによる個別セッション&レポーティング支援

7/27 2限(1単位)
講師：内田亮

プロコーチによる個別セッション&レポーティング支援

人と組織のマネジメント実践ベーシック

おすすめユニット受講 Ｃ

もう1歩ステージを上げたい人の、ミニＭＢＡ

おすすめユニット受講 Ｄ

組織人材マネジメント

8/24 1-2限(2単位)
講師：野田稔

組織・人材マネジメント

7/27 1限(1単位)
講師：栗崎由子

7/27 3-4限(2単位)
講師：脇経郎

営業・販売戦略

リーダー･管理職の女性のための
ストレスマネジメント

7/20 1限(1単位)
講師：小島久和

事業計画

7/20 2限(1単位)
講師：影山健市

アカウンティング

志・グローバルリーダーシップ

ビジネスモデル

ファイナンス

プロコーチによる個別セッション&レポーティング支援

リーダー。管理職女性のための
ストレスマネジメント

103,000円（税別）
8コマの授業受講/個別セッション&レポーティング/課題ツール・テキスト・ワークシート（7,000円）

/メンバーサイト登録料・使用料（3,000円）など全て含まれます

103,000円（税別）
8コマの授業受講/個別セッション&レポーティング/課題ツール・テキスト・ワークシート（7,000円）

/メンバーサイト登録料・使用料（3,000円）など全て含まれます

コミュニケーション

ストレング・スリーダーシップ

6/08 1-2限(2コマ)講師：松本亜樹子＆ストレングスコーチ

ロジカルシンキング

6/29 1-2限(2単位)
講師：渡辺パコ

マネジメント基礎力強化

6/15 1-4限(4単位)
講師：吉沢昇司

7/20 3限(1単位)
講師：野元義久

7/20 4限(1単位)
講師：松本敦子



マネジメント基礎力
強化
(前半)

組織人材マネジメント

自己変革したい人の、生きた経営戦略論と心の整え方

おすすめユニット受講 Ｅ

日本一わかりやすい経営戦略基礎と
使える問題解決スキル

おすすめユニット受講 Ｆ

志
グローバルリーダーシップ

マーケティング＆事業戦略

経営戦略

8/10 1-4限(4単位)
講師：小川政信

9/07 1-2限(2単位)
講師：琴坂将広

10/5 1限(1単位)
サプライズゲスト

ゲスト授業 マインドフルネスとビジネス

10/5 2限(1単位)
講師：渋谷聡子

組織人材マネジメント

経営戦略

9/07 1-2限(2単位)
講師：琴坂将広

9/28 1-4限(4単位)
講師：前田浩樹＆アクションラーニングコーチ

チームリフレクション

組織・人材マネジメント

8/24 1-2限(2コマ)
講師：野田稔

76,000円（税別）
プロコーチによる個別セッション&レポーティング支援 プロコーチによる個別セッション&レポーティング支援

103,000円（税別）
8コマの授業受講/個別セッション&レポーティング/課題ツール・テキスト・ワークシート（7,000円）

/メンバーサイト登録料・使用料（3,000円）など全て含まれます

103,000円（税別）
8コマの授業受講/個別セッション&レポーティング/課題ツール・テキスト・ワークシート（7,000円）

/メンバーサイト登録料・使用料（3,000円）など全て含まれます

※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。

特徴

●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。

活用

●プロコーチによる個別セッション&レポーティング支援は
原則として実施ですが、カットして受講すること等も
ご相談いただけます

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もご相談
いただけます



※日程・会場につきましては、受講人数により変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

5月18日 コア科目名

対象クラス

丸の内 単位(ポイント)

講師名

5月25日 コア科目名

対象クラス 　　　　　　　　　　 総合/パーソナル/組織/事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

丸の内 単位(ポイント)

講師名

6月8日 コア科目名

対象クラス

丸の内 単位(ポイント)

講師名

6月15日 コア科目名

対象クラス

丸の内 単位(ポイント)

講師名

対象クラス

丸の内 単位(ポイント)

講師名

7月6日 コア科目名

対象クラス

丸の内 単位(ポイント)

講師名

7月20日 コア科目名

対象クラス

紀尾井 単位(ポイント)

講師名

7月27日 コア科目名

対象クラス

丸の内 単位(ポイント)

講師名

8月10日 コア科目名

対象クラス

丸の内 単位(ポイント)

講師名

対象クラス

丸の内 単位(ポイント)

講師名

対象クラス

丸の内 単位(ポイント)

講師名

9月28日 コア科目名

対象クラス

丸の内 単位(ポイント)

講師名

10月5日 コア科目名

対象クラス

丸の内 単位(ポイント)

講師名

10月19日 コア科目名

対象クラス

丸の内 単位(ポイント)

講師名

コア科目名6月29日

8月24日 コア科目名
リーダーシップアセスメント

＜14:15～15:00＞

コ・クリエーション説明

＜15:10～15:55＞

コ・クリエーショングループ自習

＜16:00～17:30＞

9月7日 コア科目名
コ・クリエーション　グループ自習

＜14:15~15:15＞

アクションドリブン

＜15:30~17:30＞

　　2単位（8ポイント） 2単位（8ポイント）

　　渡辺パコ 河北隆子

システム思考

＜14:15～17:30＞

2単位（8ポイント）0.5単位（2ポイント） 1.5単位（6ポイント）　　

大嶋祥誉

日本女子経営大学院2019年上期5月生（第9期生）コア科目時間割・リーダーシップ総合養成コース(48単位）　 2019年03月15日更新

1限目(10:00-11:30) ２限目(11:45-13:15) ３限目(14:15-15:45) ４限目(16:00-17:30)

総合/パーソナル/組織/事業

1.5単位（6ポイント）

入学式オリエンテーション

＜10:00～12:00＞

エグゼクティブメンターイベント(チーム分科会・決意表明）

＜13:00～18:00＞

社会のダイナミズムと未来を見通すチカラ

＜10:00～12:15＞

総合/パーソナル/組織/事業

　　1.5単位（6ポイント） 1単位（4ポイント）

宮崎百合子

全クラス
2単位（8ポイント）

ー

トライセクターリーダーの時代～企業と経営の社会的役割とは？~

＜13:15～15:00＞

キャリア・リーダーシップ

 ＜15:15～17:30＞

渡辺パコ 金野索一

2単位（8ポイント） 2単位（8ポイント）

松本亜樹子 寺田由美

マネジメント基礎力強化

総合/組織

ストレングス・リーダーシップ コミュニケーション

総合/パーソナル/組織/事業 総合/パーソナル/組織/事業　　

4単位（16ポイント）

吉沢昇司

　

　総合/組織 全クラス

次世代リーダーのための

考える技術・書く技術

＜10:00～11:00＞

ストーリーテリング

＜11:15～13:15＞

メンターワークショップ

総合/事業総合/組織 総合/組織

吉沢昇司

総合/事業 総合/事業 総合/事業 総合/パーソナル/組織/事業
1単位（4ポイント） 1単位（4ポイント） 1単位（4ポイント） 1単位（4ポイント）

吉沢昇司

事業計画 アカウンティング 営業・販売戦略
リーダー・管理職の女性のための

ストレスマネジメント

総合/組織 総合/事業 総合/事業
1単位（4ポイント） 1単位（4ポイント） 2単位（8ポイント）

大嶋祥誉 影山健市 野元義久 松本敦子

志

（リーダーシップ・グローバルリーダー）
ファイナンス ビジネスモデル

小川政信

総合/パーソナル/組織/事業　　総合/組織

2単位（8ポイント）

野田稔

栗崎由子 内田 亮 脇経郎

マーケティング＆事業戦略

総合/事業

４単位（16ポイント）

河北隆子

総合/事業 総合/パーソナル/組織/事業/Nパワー

1単位（4ポイント）

今井恵利子

2単位（8ポイント） 1単位（4ポイント）

琴坂将広

ー

渋谷聡子 河北隆子

9期修了式・10期入学式　合同イベント

総合/組織
1単位（4ポイント） 1単位（4ポイント）

全クラス

2単位（8ポイント）

チームリフレクション

総合/組織
4単位（16ポイント）

前田浩樹／アクションラーニングコーチ

ゲスト授業 マインドフルネスとビジネス コ・クリエーション　グループ自習 成長インタビュー

丸の内会場：3×3 Lab Future （さんさんラボ フューチャー）

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」（C6a C6b出口）より徒歩約2分

紀尾井フォーラム

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/地下鉄有楽町駅「麹町駅」下車2番出口

ロジカルシンキング/問題解決

組織・人材マネジメント＜10:00～13:15＞

経営戦略

リーダーシップ単科スクール

おすすめユニットA

リーダーシップ単科スクール

おすすめユニットB

リーダーシップ単科スクール

おすすめユニットF

リーダーシップ単科スクール

おすすめユニットC

リーダーシップ単科スクール

おすすめユニットD

リーダーシップ単科スクール

おすすめユニットE



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
KCワークマネージメント代表

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

影山 健市
株式会社アックスコンサルティング
執行役員 主任コンサルタント

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

大嶋祥誉
センジュヒューマンデザインワークス代表取締役
エグゼクティブコーチ、人材戦略コンサルタント

松本敦子
株式会社マインドセットリサーチ取締役
心の健康リサーチラボ主宰／医療法人社団健人会・横倉クリニック健康外来サロ
ンサイコセラピスト
臨床心理士NPO法人ヘルスカウンセリング学会認定上級気質アドバイザー
筑波大学大学院人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻後期博士課程
在籍

松本 亜樹子
日本支援対話学会理事
ＮＰＯ法人Fine理事長

講師紹介



お申込みの流れ

▶E-Mail  :  info@wis-japan.org
▶公式HP :  http://wis-japan.org

ⓒ All rights reserved by日本女子経営大学院

お問合せ

〒108-0073
東京都港区三田3-3-4 3号RIPL9 1F
TEL:(03)5324-2475

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。

お申込みはこちら

Web申込みはこちらから → https://wis-japan.org/forum

<注意>
お申込み入力フォームに記載し、ご送信ください。
必ず、下記内容を記載漏れのなきようお願いします。

▼【氏名】【会社名】を忘れずにご記入ください
▼参加お申込み内容の欄には、【リーダーシップ単科スクールおすすめユニットA~F】とご記入ください

日本女子経営大学院・運営事務局

▼申込み内容のご確認
▼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。

▼事前のご予約が必要です。
お早めにお申込み下さい。

▼お申込み講座・開催会場・お時間
を確認後、お越しください。

ご受講お支払いお申込み ご確認

お申込みはこちら

開催会場

●丸の内会場「3×3 Lab Future」
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」C6a,C6b出口より徒歩約2分

●紀尾井会場「紀尾井フォーラム」
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
地下鉄丸の内線・銀座線「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

お問い合わせ



〒108-0073
東京都港区三田3丁目4番3号RIPL9 1F 

TEL ： 03-5324-2475
MAIL : info@wis-japan.org


