
キャリアアップ ウィークエンド

career up weekend
Produced by AS(authentic leader school)

2020年上期5月生(第11期生)
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Women’s Innovation School of Japan

Career up Weekend(キャリアアップ・ウィークエンド)

2020年上期5月生(11期生)募集要項

コース名
募集人員）

50名（各コースの合計）

入学時期 2020年5月

入学申込区分 一般（個人）・企業派遣

入学試験 なし

入学申込期間

2020年01月14日(火)～2020年4月28日(火)
受講生募集

先行申し込み締め切り 2月28日(金)特典あり
本申込第1次締切 3月27日(金)
本申込第2次締切 4月28日(火)

受講料

Career up Weekend(キャリアアップ・ウィークエンド)
Produced by AS ~authentic leader school

A~Fコース 各103,000円(税別)
(Aコースのみ女性対象）

●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。

事務局連絡先

「日本女子経営大学院」 運営事務局
●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。

〒168-0073
東京都港区三田3丁目4番3号RIPL9 1F

TEL:03－5324－2475

e-mail: info@wis-japan.org
＜10:00-17:00 土日祝日除く＞

※先行申込特典：下記２つのうちいずれか1つ
・5名お申し込みで10％お値引き
・1コマ分の無料チケットプレゼント
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career up weekend(キャリアアップ・ウィークエンド)
Produced by AS ~authentic leader school

Women’s Innovation School of Japan

特徴

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

Career up weekend(キャリアアップ・ウィークエンド)
の受講がお薦めです！

企業研修の
一環として
活用可能

お好きな講座を
1講座から

追加受講可能！

おすすめユニット
で効率的に受講

▶ 気になる分野を重点的に学習できる！課題別スクール
▶ キャリアアップに必要なコンテンツを選んで強化できる！
▶ おすすめユニットから選べるメニュー５種！
▶ 1教科から追加可能なアレンジメニューも豊富にご用意

●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も、
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。

活用

自分にぴったり合った
アレンジが出来る

フリーチョイスプラン
で

自分だけの学びも！
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コース

自己キャリアとリーダー
シップの可能性を広げる

ユニット A

ビジネス視野と
自分力アップ

ユニット B

仕事の基礎力と
ダイバシティ

ユニット C

経営戦略基礎と
使える問題解決スキル

ユニット E

もう一歩ステージを
上げたい人のミニMBA

career up weekend(キャリアアップ・ウィークエンド）では、気になる分野を重点的に学べる以下A~Eの
５つのおすすめユニットをご用意しております！
目標や課題、ご予算に合わせ、さらに1科目から追加アレンジ可能です。
お気軽にご相談ください！
また、オリジナルのコースで学びたい！という方に、ユニットFでは『フリーチョイスプラン』（※）をご用意しております。
（※詳細は6ページをご覧くださいませ）

ユニット D

フリーチョイスプラン

ユニット F

●自分にぴったり合ったアレンジを！
●ご自身の目標や課題、ご予算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も
お気軽にご相談いただけます！

気になるコンテンツを1科目から追加受講可能！
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Career up weekend(キャリアアップ・ウィークエンド）
A~E各コース 103,000円(税別)

ビジネススキルを上げてほしいという会社の意図は理解していましたが、子供が小さく、数字にも苦手意
識があったので実は受講には不安がありました。実際に受けてみると、短期間で実際に必要な知識を教え
て頂くことが出来、日常業務にすぐに役立つ内容でしたので、意欲が出ました。今まで上司から言われて
いた内容がスンナリ理解できるようになり、機会を与えていただき感謝しています。
【情報通信：32歳】

参加者のひとりとして声をかけて頂いていた時は、仕事が忙しすぎて受講を悩みましたが、昇進試験も近
づいており、自分の課題であるテーマの講座がありましたので、すぐ公募に飛びつきました。
受けた後は、｢視野が広がる｣という事を体感しています。質問しやすい空気だったので、他の人の質問か
ら学ぶ事も多かったです。また、今までの自分を振り返るいいきっかけにもなりました。モチベートを持
てるように誘ってくださった森さん、ありがとうございました。
【製造業：38歳】

白熱した授業を有難うございました。マクロからミクロまでを網羅した経営戦略など、一度は聞きたい授
業を聴講することが出来、感謝です。実務に基づいた具体的な質問からの回答などすぐに役に立つ内容で
した。また、アクションラーニングを活用したセッションでの経験は気づきが深く、自分の課題の解決策
が得られ有益でした。修了後の受講生同士の懇親会もあり、コースの受講生と一緒でしたが、授業で共に
セッションしていたので、すぐに仲良くなることが出来、最高でした。又、時間を何とか見つけて参加し
ようと思います。
【金融機関：35歳】

想像していた授業と違って、参加している実感が持てて楽しかったです。講師の方もユニークで、あっと
いう間に1日が過ぎてしまいました。事前課題やっといて良かったです。年齢を越えた友人ができたのも良
かったです。選んでくださってありがとうございました。
【通信：28歳】

最後の個別セッションでは、選択した学びが整理され、漠然とわかった気になっている事と、使えるよう
になることは違うのだと気が付きました。日常の仕事への活用は勿論ですが、漠然とした自分が望む方向
性やキャリアをしっかり計画してゆく事、そして明日からできる事も決めることが出来ました。本当に有
難うございました。
【流通事業： 41歳】

●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。
●コース修了者には、独自の修了証明書を発行します。
●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。

受講生の声

受講料
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ビジネス視野と自分力アップ

ユニット B

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単位の授業受講/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単位の授業受講/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

5/23 2-4限
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

オリエンテーション・エグゼクティブメンターイベント

社会のダイナミズムと未来を見通すチカラ

6/27 1-2限
講師：松本亜樹子

ストレングスリーダーシップ

6/6 3-4限
講師：根本 Deacon 雅子

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

ユニット 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

プロコーチによる個別セッション&レポーティング支援

仕事の基礎力とダイバシティ

ユニット C

103,000円（税別）
8単位の授業受講/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

6/6 1-2限
講師：脇経郎

社会のダイナミズムと未来を見通すチカラ

7/4 1-2限
講師：渡辺パコ

ロジカルシンキング・問題解決

8/1 1-2限
講師：中野廣介

ビジネスモデル思考

8/22 3-4限
講師：渋谷聡子

マインドフルネスとビジネス

7/4 1-2限
講師：渡辺パコ

ロジカルシンキング・問題解決

8/1 3限
講師：ヤンイェティッチ クリスティーナ

志
(リーダーシップ・グローバルリーダー)

8/1 4限
講師 ： 山崎元

ゲスト授業

8/1 1-2限
講師：中野廣介

ビジネスモデル思考

8/22 1-2限
講師：琴坂将広

経営戦略

営業・販売戦略

女性限定

6/6 1-2限
講師：脇経郎
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経営戦略基礎と使える問題解決スキル

ユニット E

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単位の授業受講/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。

経営戦略

8/22 1-2限
講師：琴坂将広

マネジメント理解と実践力セッション

9/5 1-2限
講師：脇経郎／ゲスト

アクションラーニングによる問題解決セッション

10/3 1-4限
講師：前田浩樹／ALコーチ

もう一歩ステージを上げたい人のミニMBA

ユニット D

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

103,000円（税別）
6単位の授業受講/4単位のe-ラーニング/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

8/22 1-2限
講師：琴坂将広

マーケティング＆事業戦略

9/19 1-4限
講師：小川政信

講師：大嶋祥誉

アカウンティング

講師：景山健市

講師：野元義久

ファイナンス

9/5 3限
講師：内田亮

経営戦略

事業計画

営業・販売戦略

= eラーニング講座

フリーチョイスプラン

ユニット F

ユニットFでは、目標や課題、ご予算に合わせて、自分で受講する科目を選択できるフリーチョイスプランをご用意しております。
さらに1科目から追加アレンジ可能です！お気軽にご相談ください！

103,000円（税別）
8単位の授業受講/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

お好きな科目をチョイス！

1p

科目

0.5p

科目

合
計
8

ポ
イ
ン
ト

自分だけの
オリジナルコース

自由自在な
組み合わせ

2p
科目

2p
科目 2p

科目
0.5p
科目

0.5p
科目

1p
科目

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）
6単位の授業受講/4単位のe-ラーニング/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

時間割に記載されている科目の中から、
合計8ポイント分の講義をチョイス！
重点的に学びたいポイントや、これから学んでみたいと思っている課題を
お好きに選択して、自分だけのオリジナルのコースを作成できます。
「どんな講義を選択したらいいか分からない・・・」
という方は、お気軽にご相談くださいませ！
アレンジはあなた次第。
自分にピッタリとあったコースを受講することができます！
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リーダー・管理職のための

ストレスマネジメント



▶5/23・6/6・6/27

05/18(土) 1-4限
入学式オリエンテーション
時間 ：10:00-11:00
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出よう～
時間 ：13:00-18:00

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、自らの内なるリーダー
シップの可能性に目覚めるキックオフ講座です。
実際にさまざまな制約を乗り越え活躍している、多様な業界業種の女性リーダーを（ロールモデル）多様なエクゼクティブメンターとして、パネリスト
（3名～４名）として迎え、基調講演、パネルセッションと個別に対話できるチーム分科会（グループセッション）を行います。
社会価値の高いビジネスの創造や次世代リーダーに必要な知見やメッセージによりインスパイアすると共に、1人の働く女性として、リーダーとして、
等身大のキャリアストーリーや壁の乗り越え方、働き方、生き方、行動をききとり、自らに引き寄せて考える機会となり、多くの気づきや学びを得て
ゆきます。
１）基調講演 ２）パネルディスカッション ３）グループセッション（分科会） ４）全体シェア
様々な背景の、輝きのあるロールモデルに出会う経験は、視野を広げ、自らに可能性やテーマをもたらします。
自分らしさと価値に気づくきっかけとなり、エネルギーがぐんぐん満たされることを肌で感じるでしょう。

5/23(土) 1-4限

キャリア・リーダーシップ

講師 ：根本 Deacon 雅子 氏
時間 ：14:15-17:30

6/6 (土) 3-4限

社会のダイナミズムと
未来を見通すチカラ

講師 ：脇 經郎 氏
時間 ：10:00-13:15

6/6(土) 1-2限

自己キャリアとリーダーシップの可能性を広げる

ユニット A

ストレングス・リーダーシップ

講師 ：松本 亜樹子 氏
時間 ：10:00-13:15

6/27(土) 1-2限

プログラムは、ステレオタイプなリーダーシップに自分を合わせるのではなく、
＜自分の強みを活かした自分にしかできないリーダーシップスタイル＞を発見し
ていく科目です。
書籍『さあ、才能に目覚めよう新版ストレングスファインダー2.0』（1月20日配
布）内にあるＩＤを使いストレングスファインダーを受験し、（20分程度です）
自分自身の資質、強みのトップ5を確認し、受検後、書籍や各資質のリーダーシッ
プについて簡単に特記した資料を事前にお読みいただいた上で授業に望みます。
このクラスは、お１人お１人が自分を客観的にみて、自分では気がついていない
才能を認識し、ステレオタイプのリーダーシップ像に自分をはめ込むのではなく、
自分らしいリーダーシップを考えていくクラスです。
皆と一緒にオリジナルリーダーシップを構築していきましょう。

女性限定

感性と論理思考で未来を推論する方法を学び【part1】エネルギーの未来とビジネ
ス【part2】ICTと生活 のふたつのテーマを扱いながら実際にグループワークを
通じて、
＜未来を手探りする方法＞＜未来を見るための推論の方法＞を獲得していきます。
未来は、実際に訪れるまで、確実に「知る」ことは不可能ですが、推論で未来の
輪郭をとらえることは可能です。未来の輪郭がわかれば、仕事や生活に訪れるで
あろう変化がわかり、先取ることも可能です。感性のツバサと、論理のエンジン
で未来を探しに行きましょう。

変化の時代に、しなやかに自分らしいキャリアを形成することを目指します。ダ
イバーシティが求められるビジネス社会において、自分らしい豊かな多様性を解
き放ち、社会・組織に貢献しながら自らも成長充実していくために、自律した
キャリアを考えます。
これまでの人生を振返り、改めて自分の求めていることを探求し（事前課題＋
ワーク）環境の変化とキャリア観の変化を理解し、自律的にキャリアを形成する
ためのフレームワークを学びます。また環境変化において、過去のしがらみや常
識に囚われず、将来に向けて、自分が望む方向を仮説で描き、他者との交流を通
して、キャリアに関する視野と可能性を広げます。
変化の時代だからこそ、変化に振り回されずにしなやかに（したたかに：笑）自
分らしい生き方を考える時間になればと思います

※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。
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▶6/6・7/4・7/18・8/22

ロジカルシンキング・問題解決

講師 ：渡辺 パコ 氏
時間 ：10:00-13:15

7/4(土) 1-2限

ビジネス視野と自分力アップ

ユニット B

マインドフルネスとビジネス

講師 ：渋谷 聡子
時間 ：14:15-17:30

8/22(土) 3-4限

リーダーが持つべき一つの新しい考え方の方向性である”マインドフルネス”…自分の
自然な状態に対する感度を高め、しなやかで穏やかな心身の健全性を保つ方法・・・
について学び、自身が自分らしくある、ということを維持・強化するための身体感覚
を高めるアプローチを学ぶ科目です。

マインドフルネスという考え方が生まれた経緯・背景や、それが今、そして今後どう
ビジネスで生かされるのかについて理解し、どのような方法で自身のマインドフルネ
スを維持・コントロールするのかについて学んでいきます。
新しいアプローチで、自身の心の状態に向き合い、落ち着いた自分らしい気持で本来
の自分自身の在り方や思いを理解し、一時の感情やストレスに悪影響を受けにくい状
態を維持するためのアプローチを理解することができます。

リーダーシップとは、常に自分に「問い」をたて、それに対して湧いてくる「自分の
内なる声」に耳を澄まし、そこから選択・行動し続ける「旅」のようなものです。
そんなリーダーシップジャーニーにおける、最も重要な問いは「自分は何者としてあ
りたいのか？」という問いです。
真の自分を表現し生きていく時、「何をするか（行動・Doing）」が必要であると同
時に、「どうあるか（あり方・Being）」が問われ、この自分の器を拡大していくこ
とが求められます。

この講座では、「使命」を実現していく源としての〈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ことについて探求を深めます。

社会のダイナミズムと
未来を見通すチカラ

講師 ：脇 經郎 氏
時間 ：14:15-17:30

6/6(土) 1-2限

様々なビジネスモデルを、シンプルなステップに則って9つに分類し、その関係性を
理解・構想するための可視化ツール「ビジネスモデルキャンパス」の具体的な使い
方・活用方法について理解を深める科目です。
この時間を通じて、一見複雑に見えるさまざまなビジネスについて、よりシンプルに
その事業として成立し成功している流れを整理できるようになり、自身が新たなビジ
ネスを構想する際にも非常に参考にできる方法論が習得できます。
身の回りにある同じような商品やサービスですが、実は見た目以上に、まったく違う
コンセプトや実現の仕組みを持っており、グループワークからも体験することが出来
ます。
ビジネスモデルの違いを理解し、会社や自分自身の変革に活用することを目指します。

8/1(土) 1-2限

ビジネスモデル思考

講師 ：中野 廣介 氏
時間 ：10:100-13:15

感性と論理思考で未来を推論する方法を学び【part1】エネルギーの未来とビジネ
ス【part2】ICTと生活 のふたつのテーマを扱いながら実際にグループワークを
通じて、
＜未来を手探りする方法＞＜未来を見るための推論の方法＞を獲得していきます。
未来は、実際に訪れるまで、確実に「知る」ことは不可能ですが、推論で未来の輪
郭をとらえることは可能です。未来の輪郭がわかれば、仕事や生活に訪れるであろ
う変化がわかり、先取ることも可能です。感性のツバサと、論理のエンジンで未来
を探しに行きましょう。

ロジカルシンキングにもとづく課題解決のスキルの「質問カード」（新開発）とい
うツールを使い、課題を発見し、分析、解決策を見いだすための体験と、それを
チームで有効に使うためのポイントを学びます。
自ら課題を発見し、分析して解決策を導くこと。またその方法をチームメンバーに
広め、チームの課題解決力を高めることに活用できます。
部下・後輩の指導が早く、確実になる。また同じ手法を使うことでコミュニケー
ションがスムーズになり、業務スピードが向上するなど、日常的に使うためのポイ
ントをわかり易く指導します。

※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。
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▶7/4・7/18・8/22

05/18(土) 1-4限

ロジカルシンキング・問題解決

講師 ：渡辺 パコ 氏
時間 ：10:00-13:15

7/4(土) 1-2限

仕事の基礎力とダイバシティ

ユニット Ｃ

様々なビジネスモデルを、シンプルなステップに則って9つに分類し、その関係性を理解・構想
するための可視化ツール「ビジネスモデルキャンパス」の具体的な使い方・活用方法について理
解を深める科目です。
この時間を通じて、一見複雑に見えるさまざまなビジネスについて、よりシンプルにその事業と
して成立し成功している流れを整理できるようになり、自身が新たなビジネスを構想する際にも
非常に参考にできる方法論が習得できます。
身の回りにある同じような商品やサービスですが、実は見た目以上に、まったく違うコンセプト
や実現の仕組みを持っており、グループワークからも体験することが出来ます。
ビジネスモデルの違いを理解し、会社や自分自身の変革に活用することを目指します。

8/1(土) 1-2限

ビジネスモデル思考

講師 ：中野 廣介 氏
時間 ：10:100-13:15

多文化共生時代を積極的に活用するリーダーシップがテーマです。来たるべき多文化共生社
会についてリーダーとして問題意識を持ち深め、自身のリーダー像に国際的要素を加える、
または強化することを狙いとしています。
グローバル時代を視野に自身のリーダーシップを来たるべき多文化共生社会の中でどう生か
すか、また、リーダーとして多文化共生時代をどうのように活用するかを具体的に考えます。
対話から学ぶ演習型の楽しい授業です。話し合いに積極的に参加すると大きな学びを得られ
ます。

8/1(土) 3限

志(リーダーシップ・グローバルリーダー)

講師 ：
ヤンイェティッチ クリスティーナ氏
時間 ： 14:15-15:45

ゲスト授業

講師 ：山崎 元 氏
時間 ：16:00-17:30

8/1(土) 4限

経営戦略

講師 ：琴坂 将広 氏
時間 ：10:00-13:15

8/22(土) 1-2限

経営戦略では、企業や事業における戦略を如何に立て実行するか、といった戦略策定・意思決定
の観点や、戦略の分析方法について学習していきます。業界や事業規模などを超えて汎用的に
知っておくべき基本的な観点や、部分やある要素ではなく、全体として一貫性のある「思わず話
したくなるような」面白い戦略を立てることの大切さを知っていただく科目です。

講義では、まず実務家の観点から満た時の経営戦略の立案と実行のプロセスを概観します。この
プロセスは大きく分けて「理解」「判断」「実行」の三つに分類えきます。この三つの段階でど
のような活動が求められるのか、またどういった点に留意するべきかを議論していきます。
セッションの後半からは、事例を紹介しながら、具体的に一人の経営幹部やマネジャーとして、
どのように経営戦略に関わっていけばよいのかを考えます。この際、講師が実際に関わってきた
経営戦略立案の現場の、「理解」「判断」「行動」の事例をとりあげ、具体的にどのような行動
をとるべきかを、事例をもとにイメージします。特に、「判断」と「実行」の側面においては、
女性経営幹部が直面すると言われる課題に関しても出来る限りふれ、それに対する対応策に関し
ても紹介したい。

この科目では、事業性や事業特性をどのように理解・分析するのかを理解し、競争や優位性を、
一貫性のあるものとして、どのように捉え理解するのか、について学んでいきます。また、様々
なタイプの戦略（成長戦略、多角化戦略、様々な戦略論など）についてその違いと特性を理解し
ます。経営における、戦略の重要性とその基本的な類型について広く知ることができ、その上で、
成功した戦略事例をどのように理解し活かすことができるのか分析し理解することの基礎を習得
します。

ロジカルシンキングにもとづく課題解決のスキルの「質問カード」（新開発）と
いうツールを使い、課題を発見し、分析、解決策を見いだすための体験と、それ
をチームで有効に使うためのポイントを学びます。
自ら課題を発見し、分析して解決策を導くこと。またその方法をチームメンバー
に広め、チームの課題解決力を高めることに活用できます。
部下・後輩の指導が早く、確実になる。また同じ手法を使うことでコミュニケー
ションがスムーズになり、業務スピードが向上するなど、日常的に使うためのポ
イントをわかり易く指導します。

※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。
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▶ eラーニング受講・8/22・９/19

05/18(土) 1-4限

ある日、突然上司から事業計画を作ってくれと言われたら、
あなたならどうするであろうか？事業計画とは、ビジネス
の成否を握る重要なフレームワークです。この科目では、
事業計画の基本を理解し、その考え方、その際に抑えるべ
きポイントや、事業計画の要素、実際の作成のステップ、
作成する際に押さえるべきポイントを事例を使って学びま
す。本テーマは単に事業計画「書」を作成することではな
く、この後に展開する各講座の入口となるものであり、ア
カウンティング、ファイナンス、事業戦略、経営戦略、
マーケティング、販売戦略、ビジネスモデル等それぞれが
薄く広くまぶされています。ビジネスを俯瞰的かつ連続的
に捉える能力も養います。

eラーニング受講

事業計画
講師：大嶋 祥誉 氏

マーケティングは顧客アプローチのマクロ的な視点で
の戦略であり、実際に世の中に広めていく動きとして
はミクロ的な動きとしての「営業・販売」があります。
確実にかつ長期的に「売りを立てる」ために重要であ
る営業・販売についての全体像を学ぶ科目です
自分の会社（事業部）の営業・販売を科学し、「7つ
の教訓」を具体例を交えて理解します。確実に長期的
に「売りを立てる」ための会社（事業部）のレバレッ
ジポイントを探り、理解したことを自分の会社（事業
部）へ応用するための具体的な取り組みを考えられる
ようになります。

eラーニング受講

アカウンティングについて、会計の基礎知識、決算書を通じた
経営課題発見方法への理解を深めていく科目です。事業全般ま
たは資金繰りの課題発見方法を理解でき、会計数字や決算書を
感覚的にとらえ、経営数字を見ることに対する抵抗感を緩和で
きます。
会計は、会社経営をけん引するビジネスリーダーにとっては、
自社の課題が何なのか仮説立てのツールとして非常に効果的な
ものです。ただし、数字の羅列された資料は見る気が起きない、
苦手意識が出やすい資料であり、実際の現場で使われることが
ないことが非常に多くあります。今回の講義を機に、数字に対
する苦手意識を乗り越えられる知識ととらえ方を身に着けてい
ただければ幸いです。

eラーニング受講

アカウンティング
講師：景山 健市 氏

営業・販売戦略
講師：野元 義久 氏

ビジネスにおいて最低限必要とされるファイナンスの基礎知識に
ついて学び、それらをベースに意思決定に際しては何を・どう考
えたらいいのか、について示唆を得ることをテーマとした科目で
す。ファイナンスは高等数学を多用してとっつきにくいという印
象を持たれるかもしれませんが、講義で高等数学的なことは一切
話しません（算数レベルの数式の説明は有り）講義では、生身の
企業を経営する観点からファイナンスをどう活用するのか、ファ
イナンスの考え方の背景には、資本の提供者から事業に対するど
のようなメッセージが含まれているのか、そのメッセージに対し
て経営する側としては何をしなければならないのか、を明らかに
することにより、「経営をする立場からのファイナンス」に講義
の焦点を当てます。

9/5(土) 3限

ファイナンス
講師：内田 亮 氏

もう一歩ステージを上げたい人のミニMBA

ユニット Ｄ

マーケティング＆事業戦略

講師 ：小川 政信 氏
時間 ：10:00-17:30

9/19(土) 1-4限

経営は、戦略に立脚しますが、その戦略の根底をなすのは「市場戦略」です。なぜか？ 二つの意
味があります。
一つはそもそも事業と企業は、顧客・市場に価値を提供することで存立しているということ。当た
り前にも聞こえますが、とても重要です。
二つには、「顧客・市場」のことを本当に理解すると、マーケティング全般だけでなく、事業戦略
全般まで一気に本質的な気づきを得たり、構想してしまうことが可能となります（しかしこのこと
はほとんど認識も理解もされていません）
顧客・市場の反応の立体感、というものの見方を掴み、それを起点として、マーケティングの全貌
を理解していきます。さらに、その同じ起点から、投資の判断、Ｒ＆Ｄ、ビジネスモデルの構想・
変更などを含む、戦略の全貌とM&Aとの関係についても意識を馳せていきます。
この講座では限られた時間内に拘わらず、このマーケティングの凄まじい実戦の世界について、ご
く基礎から、戦略世界の全貌・最先端まで一気に垣間見てしまいます。しかも、ある種の「体感」
すなわち「体験的理解」も踏まえて !
知識としてでなく、外から与えられる思考の枠組みとしてでなく、顧客・市場の立体感と、マーケ
ティング戦略の全貌について、自ら感覚と重要な鍵を掴んでいきます。人から学んだ理論は実地実
戦では使えません。また知識、理論、枠組みなど学んでも、学んだだけで終わっていて実際のマー
ケティングに活かせていないという状況におちいっている人がほとんどです。ではどうしたらいい
のか？ 鍵は３つあります。混沌とした現実から、死にものぐるいで自分で鍵を抽出していくこと、
それこそ実地で使えるようになります。

※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。

8/22(土) 1-2限
経営戦略では、企業や事業における戦略を如何に立て実行するか、といった戦略策定・意思決定の観点
や、戦略の分析方法について学習していきます。業界や事業規模などを超えて汎用的に知っておくべき
基本的な観点や、部分やある要素ではなく、全体として一貫性のある「思わず話したくなるような」面
白い戦略を立てることの大切さを知っていただく科目です。
講義では、まず実務家の観点から満た時の経営戦略の立案と実行のプロセスを概観します。このプロセ
スは大きく分けて「理解」「判断」「実行」の三つに分類えきます。この三つの段階でどのような活動
が求められるのか、またどういった点に留意するべきかを議論していきます。
セッションの後半からは、事例を紹介しながら、具体的に一人の経営幹部やマネジャーとして、どのよ
うに経営戦略に関わっていけばよいのかを考えます。この際、講師が実際に関わってきた経営戦略立案
の現場の、「理解」「判断」「行動」の事例をとりあげ、具体的にどのような行動をとるべきかを、事
例をもとにイメージします。特に、「判断」と「実行」の側面においては、女性経営幹部が直面すると
言われる課題に関しても出来る限りふれ、それに対する対応策に関しても紹介したい。
この科目では、事業性や事業特性をどのように理解・分析するのかを理解し、競争や優位性を、一貫性
のあるものとして、どのように捉え理解するのか、について学んでいきます。また、様々なタイプの戦
略（成長戦略、多角化戦略、様々な戦略論など）についてその違いと特性を理解します。経営における、
戦略の重要性とその基本的な類型について広く知ることができ、その上で、成功した戦略事例をどのよ
うに理解し活かすことができるのか分析し理解することの基礎を習得します。

経営戦略

講師 ：琴坂 将広 氏
時間 ：10:00-13:15
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▶8/22・9/5・10/3

9/5(土) 1-2限

マネジメント理解と
実践力セッション

講師 ：脇 經郎 氏／ゲスト
時間 ：10:00-13:15

当授業の、コースや授業プログラム全体の中の立ち位置は、受講生懇親会やカフェタ
イムのような、日常の価値ある機会と似ています。ポイントは3つあります。

1つ目は、ふーっと息を吐いて立ち止り、これまでの自らの学びのピースを眺め、繋
ぎ、全体を見渡し、自らをもう一皮むくために必要な焦点を再考することです。

２つ目は、多様な業種業界から集い学び合う受講生たちや多彩なゲストのリソースを
活用しつつ、
各々のミッションやプロジェクト、
日常のあらゆるシーンでうまくいかない具体的な事象や、動きだしたストーリーや更
なる迷い等にホンネで向き合い、気にかかる問題解決を、フラットに相談し合える場
の中で、具体的な解決アイデアや実践を交換しあいます。

3つ目には、
経験学習とダイバシティ学習を多用しながら、常に学びを行動に紐付ける力、俯瞰す
る力、活用応用転用するその習慣を養います。
また、切磋琢磨しあえる関係性、多様性活用及びチーム力強化に加え、そもそもの前
提をもはずしてイノベーションをおこす創造性開発やその在り方を養います。

経営戦略

講師 ：琴坂 将広 氏
時間 ：10:00-13:15

8/22(土) 1-2限

経営戦略では、企業や事業における戦略を如何に立て実行するか、といった戦略策
定・意思決定の観点や、戦略の分析方法について学習していきます。業界や事業規模
などを超えて汎用的に知っておくべき基本的な観点や、部分やある要素ではなく、全
体として一貫性のある「思わず話したくなるような」面白い戦略を立てることの大切
さを知っていただく科目です。

講義では、まず実務家の観点から満た時の経営戦略の立案と実行のプロセスを概観し
ます。このプロセスは大きく分けて「理解」「判断」「実行」の三つに分類えきます。
この三つの段階でどのような活動が求められるのか、またどういった点に留意するべ
きかを議論していきます。
セッションの後半からは、事例を紹介しながら、具体的に一人の経営幹部やマネ
ジャーとして、どのように経営戦略に関わっていけばよいのかを考えます。この際、
講師が実際に関わってきた経営戦略立案の現場の、「理解」「判断」「行動」の事例
をとりあげ、具体的にどのような行動をとるべきかを、事例をもとにイメージします。
特に、「判断」と「実行」の側面においては、女性経営幹部が直面すると言われる課
題に関しても出来る限りふれ、それに対する対応策に関しても紹介したい。

この科目では、事業性や事業特性をどのように理解・分析するのかを理解し、競争や
優位性を、一貫性のあるものとして、どのように捉え理解するのか、について学んで
いきます。また、様々なタイプの戦略（成長戦略、多角化戦略、様々な戦略論など）
についてその違いと特性を理解します。経営における、戦略の重要性とその基本的な
類型について広く知ることができ、その上で、成功した戦略事例をどのように理解し
活かすことができるのか分析し理解することの基礎を習得します。

アクションラーニングによる
問題解決セッション

講師 ：前田 浩樹 氏
／アクションラーニングコーチ

時間 ：10:00-17:30

10/3(土) 1-4限

経営戦略基礎と使える問題解決スキル

ユニット E

チームで問題解決とナレッジの共有を同時に図る手法を活用し、自分自身の課題につ
いて内省しその解決策について考え、実行していきます。この一連を通じ、行動を通
じた学習のサイクル（アクションラーニング・サイクル）を学び実践する科目 となり
ます。

モノゴトを俯瞰的・構造的に捉え、より本質的な問題点に対してチームで解決する能
力を養成します自分自身がリアルに直面する課題について、その本質を見極め突破す
るための知見を得ます多様性を活かし合いながら協働で考え、新しい打ち手を実行す
る。この一連のビジネスを動かすサイクルを体感的に学びます。
自律的なメンバーが融合し一つの問題を解決していく。この一連の流れを生み出す
チームワーク手法である「アクションラーニング」について体感的に学ぶことができ
ます。ここでのチームの場をつくるリーダーの在り方は、次世代型リーダーのスタイ
ルである”支援型リーダー”です。

「アクションラーニング」の経験を通じて、先端のリーダーシップについても学んで
いただけます。アクション・ラーニングのセッションでは、これまで学んできた問題
解決のスキル、対話（質問）のスキル、俯瞰的、構造的に問題解決を図るスキルなど
が総合的に問われます。そのため、本大学院での学びの習得度合いを 総合的にチェッ
クすることができると考えています。このタイミングで自分自身のテーマや解決すべ
き課題ついても大きく前進させることを期待しています。

ここでは、受講生1人ひとりの個別のテーマを扱い、チームで問題解決していくセッ
ションを展開しながら、リーダーシップやチーム学習（ダイバシティ学習）を同時に
学んでゆきます。各チームには、プロフェッショナルのアクションラーニングコーチ
が付き、学習と行動の質を最大化する経験を実際に持つことが出来ます。

※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。
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1959年生まれ、82年東京大学卒、89年ハーバー
ドMBA。
マッキンゼーなどを経て、96年に独立。
最大スピード・最大の費用対効果で、豊かで戦略
的な生き方と経営を支援するため、インスパーク
株式会社を設立、代表を務めてきた。
以来、戦略コンサルティングと経営人材開発を概
ね50-50の割合で行ってきている。
のべ200社、大小あわせて2000の経営課題の指導、
8000名の経営人財の開発に携わってきた。上場企
業だけでなく外資系企業、中小中堅企業の経営支
援、また、プライベートエクィティのМ＆Ａの戦略
的デューディリジェンスの支援なども豊富。ジェ
ネラルマネジメントと戦略の経営コンサルタント
として活動してきた。

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

山口大学卒業後、アックスコンサルティングに
入社。
年間平均300件以上の会計事務所に訪問し、売上
アップの仕組みづくり支援に
携わる。
2017年よりビジネスソリューション事業部の事業
部長として、ユーザーサポー
トの全体責任をもち、 主要会員2,000事務所向け
に人事評価制度、採用、社員教育サポートの開発
強 化に携わる。

新卒で三菱商事株式会社に入社し、ODA海外プ
ロジェク トチーム に配属。入社以来、ODA案件
の主に、病院建設、大学建設に関わる。 その後
渡英し、ビジネスコンサルティング会社JMJ 
Associates 危機管理、プロジェクトマネジメン
トの関わる。主 に、中近東のパイプライン建設
のジョイントプロジェクトに関する チームビル
ディン グで貢献。コーチングをベースにしたマ
ネジメン トコンサルティングの深さに魅せられ、
カナダ、アメリカ、イギリ スのコーチングのカ
レッジに行き、スキルをアップ。 アメリカのア
ランキャロルアソシエイツで、欧州日本でIT企業
向け タイムマネジメントのプロジェクトに関わ
る。 Miyabi Consultants Ltd (屋号L.C.L.)を設
立して現事業、コー チングをベースにした企業
研修、公開セミナー等を始める。

福岡県久留米市生まれ。１９６０年、東京大学医
学部卒業。
労働省入省、アジア、アフリカ、中南米の開発途
上国の人材育成に約１５年携わる。
その後、ニューヨークで国連日本政府代表部公使
として外交活動に参画し、官僚として30年のキャ
リアを積んだ後、The Body Shop(Japan)の初代
代表取締役社長を10年務める。認定NPO法人女子
教育奨励会(JKSK＝女性の活力を社会の活力に)を
立ち上げ、現在に至るまで会長として活躍。現在
は、「女性の活力を最大限にいかした日本復興プ
ロジェクト～JKSK結結プロジェクト」に全力を注
がれている。

慶応義塾大学准教授（SFC・総合政策）。
数社の起業を経験の後、マッキンゼー・アンド・
カンパニーの日本およびドイツを拠点に主に海外
企業の経営支援に従事。
その後、オックスフォード大学に移籍し、経営学
の優等修士号と博士号を取得。立命館大学経営学
部を経て、2016年より現職。
専門は、経営戦略、国際経営、および、制度と組
織の関係。フランス国立社会科学高等研究院のア
ソシエイト・フェロー、ユーグレナ、ユーザベー
ス、ラクスル、アピリッツ、五常・アンド・カン
パニー、ユーザベースの社外役員を兼務。
著書『経営戦略原論』『領域を超える経営学』
共著に『Japanese Management in Evolution』
などがある。

※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。

講師紹介① 講師紹介①

琴坂 将広
Masahiro Kotosaka

慶応義塾大学
総合政策学部准教授

小川 政信
Masanobu Ogawa

インスパーク株式会社
代表取締役

木全 ミツ
Mitsu Kimata

認定NPO法人
JKSK女性の活力を社会の活力に
会長

渋谷 聡子
Satoko Shibutani

ファミリーコンパス共同代表
エグゼクティブコーチ組織
変革ファシリテーター
米国CTI 認定
コーアクティブコーチ
ＮＬＰ国際認定
プラクティショナー

根本 Deacon 雅子
Masako Deacon Nemoto

L.C.L.
代表

景山 健市
Kenichi Kageyama

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

株式会社ベネッセコーポレーションにて、進研ゼミ
中学講座の全国添削指導員（赤ペン先生） 育成マ
ネージャーを経て、e-ラーニング新規事業の立ち上
げに従事。 独立後、エグゼクティブコーチとして
「個人と組織の可能性を最大限引き出す」をテーマ
に、 経営者、政治家、アスリートなどに対する１対
１セッションやダイアログをベースとした 組織変革
コンサルティングを行う。 2009年、国学院大学大
学院神道学にて、修士号を修了。 同時に、神職養成
課程において、神職階位「明階」を取得。伊勢神宮、
岩清水八幡宮、 下鴨神社等へのご奉仕を通して、現
代日本に脈々と息づいている神事祭祀の本質に触れ
る。 その後も、上記の研究を適用し、多方面のクラ
イアント（省庁、自治体、学校法人、医療法人な
ど）に 対して個人と組織の進化をサポート。 現在
は、息子（４歳）と娘（10ヶ月）の二児の母。

寺田 由美
Yumi Terada

HRリスペクト株式会社
代表取締役

1958年大阪生まれ。国立奈良女子大学文学部教育
学科卒 。住友信託銀行（現三井住友信託銀行）、河
合塾、日本サードパーティ（株）執行役員を経て、
2007年HRリスペクト（株）設立。大手企業から中
小企業まで組織コミュニケーションのコンサルティ
ング、研修事業を展開。 2014年（一社）コーチン
グプラットフォーム設立。ICF(国際コーチ連盟）認
定のプロコーチ養成講座を開催し、プロコーチの育
成を行っている。 年間140日以上 3,000人以上へ
の研修を実施。 パーソナルコーチ、エグゼクティブ
コーチは、100人以上。3,000時間以上実施。
資格
・ICF（国際コーチ連盟）

MCC(Master Certified Coach)
・NLPマスタープラクティショナー
・米国ギャラップ認定ストレングス

コーチリーダー
・ORSC認定システムコーチ 他

野田 稔
Minoru Noda

明治大学大学院
グローバル・ビジネス研究科 教授

明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科教授。
一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。
野村総合研究所で組織開発分野を中心に多数のプロ
ジェクトマネージャーを務める。
多摩大学経営情報学部教授、リクルート新規事業担
当フェローを経て現職。
大学院で学生の指導にあたる一方、大手企業の経営
コンサルティング実務にも注力。
専門は組織論、経営戦略論、ミーティングマネジメ
ント。
著書に『組織論入門』『中堅崩壊』（ともにダイヤ
モンド社）、『二流を超一流に変える「心」の燃や
し方』（フォレスト出版）など。

前田 浩樹
Hiroki Maeda

合同会社 ミクスチュア
代表執行役社長

合同会社ミクスチュア 代表執行役社長。
ＮＥＣ（日本電気株式会社）に入社後、同社シンク
タンクであるＮＥＣ総研。経営戦略や組織改革のコ
ンサルティング。リーダー育成を中心とした人材開
発、講師に従事。
固定的な枠組みの経営コンサルティング、企業研修
業界に一石を投じるべく、合同会社ミクスチュアを
設立。「ビジネスモデル×心理学×クリエイティ
ブ・ワークショップ」を高次に融合させた独自のメ
ソッド『影響力の経営』を開発。
組織と人の“秘めたる力”を最大限に引き出し、変革
させる実践者として日々奮闘している。
主な著書
『忙しすぎる社長の教科書』 （ビジネス社）
LEGO®SERIOUS PLAY®メソッドと教材活用ト
レーニング修了認定ファシリテーター
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※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。

講師紹介②

1960年東京生まれ。学習院大学文学部哲学科卒業
の後、コピーライター/クリエイティブディレク
ターとしてキャリアをスタート、企業広告・採用
広告。会社案内などの制作に従事。担当企業1000
社以上。その後、ベンチャービジネスのインキュ
ベーションに関わり、1995年から講演、講師とし
て活動。企業研修実績多数。1997年よりネットコ
ミュニティ「知恵市場」を主宰。2001年に八ヶ岳
南麓にセカンドハウスを作り、週末を過ごす生活
に。2009年より＜おとなの社会科＞セミナーを開
始。2011年より【エネこみ】開始。
現在、グロービスマネジメントスクール講師。デ
ジタルハリウッド大学教授・同大学院客員教授。
NPO法人環境リレーションズ研究所監事。

筑波大学発ベンチャー・株式会社MILOQS／同大
学発ベンチャー・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 東京都渋谷区
生まれ。筑波大学大学院人間総合研究科修士課程
修了（保健学）、アライアント国際大学CSPPカリ
フォルニア臨床心理大学院修士課程修了（臨床心
理学）。米系大手エグゼクティブヘッドハンティ
ングファームを経て、1995年に独立。2016年、
筑波大学発ベンチャー起業。

松本 敦子
Atsuko Matsumoto

株式会社マインドセットリサーチ
取締役
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

渡辺 パコ
Paco Watabnabe

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DHU教授
グロービスマネジメントスクール
日本工業大学専門職大学院
客員教授

松本 亜樹子
Akiko Matsumoto

日本支援対話学会理事
ＮＰＯ法人Fine理事長

大嶋 祥誉
Sachiyo Oshima

センジュ・ヒューマン・デザ
インワークス株式会社
代表取締役

ヤンイェティッチ
クリスティーナ

Kristina Janjetic

アバナード株式会社
ディレクター

オーストラリア生まれ育ち、学生で来日し25年在
日。国際基徳教大学、国際関係を1998年に卒業後、
富士通のグループ企業に新卒採用で日本でITキャ
リアをスタート。
米国のソフトウェア企業の日本法人の立ち上げの
経験があり、デル株式会社、日本マイクロソフト
株式会社などにて、ビジネス開発とアライアン
ス・マネージャーとしてのプロフェッショナルで
キャリアを築いてきた。

上智大学外国語学部卒業。米国デューク大学
Fuqua School of Business経営学修士（MBA）修
了。米国シカゴ大学大学院人文科学学科修士
（MA）修了。
マッキンゼー、ウィリアム・エム･マーサー、ワト
ソン・ワイアット、グローバル・ベンチャー・
キャピタル、三和総合研究所（現三菱UFJリサー
チ&コンサルティング株式会社）にて、経営戦略、
組織改革、リーダー育成プログラム開発などのコ
ンサルティングやベンチャー企業支援に従事。
2001年ヴェーディックビジョンコンサルティング
（現 センジュヒューマンデザインワークス有限
会社）を設立。経営幹部へのエグゼクティブ・
コーチング、チームビルディング、リーダーシッ
プ開発を実施。

野元 義久
Yoshihisa Nomoto

株式会社BRICOLEUR
代表取締役

国際コーチ連盟 認定プロフェッショナルサー
ティファイドコーチ （ＩＣＦ ＰＣＣ）
米国Ｇａｌｌｕｐ社認定 ストレングス・コーチ
財団法人 生涯学習開発財団認定コーチ
一般社団法人 全国心理業連合会認定上級プロ
フェッショナル心理カウンセラー
一般社団法人 日本支援対話学会認定コーチン
グ・スペシャリスト
一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会認
定 アンガーマネジメントシニアファシリテー
ター／アンガーマネジメントコンサルタント／ア
ンガーマネジメント叱り方トレーナー

リクルートに新卒入社。親会社である一部上場企
業のコンサルティング本部副本部長としてマーケ
ティングコンサルティングの事業立ち上げを務め
る。組織人事コンサルティングへと転身、現一部
上場企業にてIPO前後のベンチャー専門部隊のコ
ンサルティング事業責任者として、昨対120%売
上を実現。独立し、ベンチャー企業の人事担当取
締役として80人30億から500人140億までの成長
を支援しながら、営業チーム対象のコンサルティ
ング会社を設立、1600の営業チームに対して成功
法則を探求するワークショップを行う。企業内
ファシリテーター養成の実績は1万人を越える。
2015年7月、「職場を、チームにする」株式会社
BRICOLEURを設立。
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※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。

講師紹介③

内田 亮
Ryo Uchida

マネジメント・ソリューションズ
株式会社
代表取締役

中野 廣介
Hirosuke Nakano

SBIビジネスサポート株式会社
教育ソリューション事業本部
本部長

脇 經 郎
Tateo Waki

イノベーションアソシエイツ
株式会社
代表取締役
最高経営責任者

竹中工務店、音楽系ITベンチャーのスタートアッ
プへの参画を経て、2003年、イノベーションアソ
シエイツ株式会社を設立、同社COO、共同代表取
締役を経て代表取締役最高経営責任者に就任。
現在、自らもコンサルタント/ファシリテーター/
エグゼクティブ コーチとして活動し、経営者支援
をはじめ、自己革新力を高めるチーム開発、リー
ダー シップ開発、経営品質向上プログラムを通し
た現場変革に取り組む。
特に、脳科学や心理学、行動科学をベースに、戦
略や制度などの仕組みに、ヒトの有機的なつなが
りや学習 /自己革新のエッセンスを組んだシステ
ム的アプローチは、個人とチームに着実でダイナ
ミックな変革を引き出すアプローチとして定評が
ある。一般企業のほか、公立の小中学校や自治体、
地域団体の支援などの経験を持つ。

金野 策一
Sakuichi Konno

日本女子経営大学院 理事

吉沢 昇司
Shouji Yoshizawa

日本女子経営大学院
プログラム開発室長

河北 隆子
Takako Kawakita

日本女子経営大学院
代表理事

日本政策学校・代表理事、
多摩大学経営大学院（MBA)・客員教授、
嘉悦大学・客員教授、
公益財団法人東京コミュニティ財団・評議員。
コロンビア大学国際公共政策大学院修士課程修了。
過去に、株）ネットキャピタル・パートナーズ取
締役、株）小西美術工芸社社長補佐 等を歴任 。
主な著書『未来の選択～僕らの将来は、政策でど
う変わる？』（ディスカヴァー21社）、『ネット
ビジネス勝者の条件』（ダイヤモンド社）、『E
コミュニティが変える日本の未来～地域活性化と
NPO』（共著：NTT出版）他。主な連載『日本の
選択・13の論点』（日経ビジネスオンライン）他。
『トライセクター・リーダーの時代』（日経ビジ
ネスオンライン）

1971年 長野県生まれ
1996年 早稲田大学商学部卒業。
株式会社ベネッセコーポレーション、ソフトバンク
フォーラム株式会社にてマーケティングに携わる。
2002年より、企業の人材開発・組織開発および学
校教育コンテンツ提供をドメインとする株式会社
ウィル・シードの創業に参画。企業の人財開発事業
の立ち上げに参画し、営業、商品研究・開発、講師
開発・育成等を担当。取締役教育研究所所長として
さまざまな業種・職種の大手企業向けの教育施策企
画・開発・実施に携わる。
2012年4月より独立し２０１４年株式会社ジニア
スホープを設立。現在は様々な教育コンテンツを開
発すると共に、「学習する組織」の実現をライフ
テーマとし、システム思考やホールシステムアプ
ローチを活用したビジョン浸透、組織の変革、組織
学習能力の向上、リーダーシップ開発等をテーマと
したコンサルティング活動を展開している。

1960年東京生まれ。総合オフィスサプライヤー企
業、外資系人材派遣企業を経て、組織人材コンサ
ルタントして独立し、7年にわたり大手自動車会社
の組織変革プロジェクトの教育プログラム開発、
展開のコアパートナーとして活躍。その後、コー
チングプロジェクトCSC代表を経て、2003年組織
風土変革支援のイノベーションアソシエイツ株式
会社を創業、代表取締役。その後2015年、日本女
子経営大学院を創立し、代表理事及び学長を就任。
生涯学習開発財団認定コーチ、GIAL認定シニアア
クションラーニングコーチ、ジョージワシントン
大学大学院コース修了。日本メンタルヘルス協会
心理カウンセラー基礎認定、文部科学省学校力向
上教材開発検討委員。企業、教育現場、医療機関、
自治体他多様な産業において、人材開発、組織開
発、リーダーシップ開発、女性活躍支援などに従
事。人と社会（組織）が循環して起こす、幸福で
共創的な日常のイノベーションの創出のために、
自由で多様性のあるビジネスに挑戦している。

東京銀行（現 三菱ＵＦＪ銀行）での商業銀行業務
並びに投資銀行業務、国際部門の経営企画業務、
三菱銀行との合併統合事務局業務（国際部門）を
経て、戦略コンサルティング会社のジェミニ・コ
ンサルティング、ブーズ・アレン・アンド・ハミ
ルトン（現 ＰＷＣストラテジー・アンド）、およ
び戦略・業務・ＩＴコンサルティング会社のアク
センチュアに参画。
2008年コールセンター最大手「ベルシステム24
」の代表取締役社長に就任
2014年12月マネジメント・ソリューションズ株
式会社を設立、代表取締役に就任。
モットーは、①社内外の知恵を結集した「効く解
決策」の立案、②経営者と実行部隊の両方を「腹
落ちさせる意思決定」、③組織挙げての「熱く、
冷静な実行」のためのプロセス・マネジメント、
④長期持続のための組織的な問題解決力の構築。

建設コンサル、美容サイト、新卒サイトの各運営
企業での提案営業、大手マーケティング企業での
企画・管理者を経て、SBIビジネスサポート株式
会社 教育ソリューション事業本部長に就任。

・人材育成シンクタンク運営管掌・BPOサービス
事業管掌・学校法人SBI大学院大学TA（HRM・組
織行動学）・一般社団法人日本女子経営大学院講
師（ビジネスモデル思考）・ビジネスモデル研究
会（東北大学 松原教授主催）・人と組織活性化研
究会（神戸大学 金井教授主催）
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お申込みの流れ

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

〒108-0073
東京都港区三田3-4-3 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、必ずご希望の受講コースをご記入ください

日本女子経営大学院・運営事務局

受講者ご本人様、企業担当者様、当学院ホームページより資料のご請求または、授業
見学・個別相談会へお申込ください。授業見学は、まずお越しになってご検討頂くことも、
お申込みいただいた後に不安払しょくのためにご見学いただくこともできます。個別相談会
では、現状をお伺いしながら、キャリアプランに合わせたコースのご相談も承ります。ぜひお
気軽にご連絡ください。（予約制）

資料請求
授業見学
個別相談

お申込みはこちら

お問い合わせ

お申込み

募集要項・受講規約をお読みいただき、入学申込書を記入・捺印の上、
FAXもしくはメール・郵送にて事務局へお送りください。

お申込受付期間：

2020年01月14日(火)～2020年4月28日(火)
定員がございますので、お早目にお申込みください。

お支払い
お申込をいただき次第、請求書を郵送もしくはメールにてお届けします。
お支払いは、銀行振込（振込手数料は、ご本人もしくは企業様のご負担）となります。
個人お申込の場合、分割払いも受付けます。詳しくは、事務局へお問い合わせください。

ご受講

入学される方を対象に、オリエンテーションを開催致します。
受講前にプログラムや各種制度、学習の仕方などについて詳しくご説明します。
【開講スケジュール前半にご受講される方】

入学オリエンテーションは下記日時で開催します。
日時：2020年5月26日（火）19:00-21:00
※zoomを使用しての説明です。詳細は別途入学生へお知らせいたします。
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