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キャリア・リーダーシップ

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

宮崎 百合子
Yuriko Miyazaki

株式会社クレーネ代表
ホフステード・インサイツ・ジャパン
株式会社 取締役
能力・組織開発コンサルタント、
ファシリテーター、
プロジェクトマネジメント

日本企業にて基幹職として実務経験を積み、1996年、株式会社クレーネを設立、能力開発・組
織開発コンサルティング活動へ。研修・コンサルティング歴は27年、100社以上。2017年より、ホフ
ステードインサイツの経営に参画。変革とダイバーシティに関するプロジェクトに多く関わらせて頂くが、
常に組織の経営課題と合わせて取り組んでいる。

ファシリテーション対象は、一般職女性、管理職、経営層、外国人と幅広い。米国アスペン研究所、
内観、 The Association for Talent Development , 等、幅広い研究所や学会への参加を
通して、人間や社会と心から向合うべくチャレンジを続けている。

学習院大学経済学部卒業、 テンプル大学経営学修士（Executive MBA）
NLPマスタープラクティショナー＆NLPコーチ（NLP創始者ジョングリンダー認定）、Organization 
and Relationship System’s Coaching 認定コーチ、日本キャリア開発協会認定カウンセラー、
米国ヒューマン・シナジスティックス・インターナショナル社認定コンサルタント、英国ルミナラーニング社
認定プラクティショナー、シックスセカンズEQプラクティショナー、CQ Train-the-Trainer Program, 
Unconscious Train-the-Trainer Program修了 (Cultural intelligence center )「The 
Leadership Challenge Program (J. Kouzez & B.Posner)」（JMA）バイリンガル・ファシリ
テーター、Hofstede Insights 認証異文化マネジメント＆組織文化診断コンサルタント、 KAIKA 
award検討委員（JMA)、他
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組織・人材マネジメント

組織・人材マネジメントは、企業経営において、競
争優位に関するもっとも重要な源泉であるといえま
しょう。ただし、人をテーマにしているということは、経
営にとっての効率性ということだけがポイントではあり
ません。

組織において個々の人がどのように動機づけられ、
どのように生きていくのか、組織・人材マネジメントと
は、この複雑な課題そのものに向き合っていくことも
意味するのです。

本講義では、組織論、組織における人の行動、
リーダーシップ、人材マネジメントのあり方について理
解を深めていきます。

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。
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次世代リーダーのための考える技術・書く技術

思考には型がある。その型を使うことでパフォーマン
スを上げ、成果を出すことにつながる。

本科目では「ピラミッドストラクチャー」を始めとする、
思考の型（フレームワーク）を理解し、その型（フ
レームワーク）を使って自分の考えをまとめて、次
世代リーダーとして必要なスキルである考える技
術・書く技術を体得する科目。

思考の型を使って考えると、効率的に問題解決し
たり、アイデアをだしたりすることがさくさくできるように
なるが、そのためには、実践があるのみ。この科目で
は、フレームワークを使ってワークをしっかり行い、脳
に汗をかいてもらいます！

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

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。

Vision up Leadership



ⓒ All rights reserved by Authentic leader school 
※プログラム内容及び講師は、都合により変更になる場合があります

事業計画

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。

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

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。
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アカウンティング

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し、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
する抵抗感を緩和することを目的とします。

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。

村田 真理

Mari Murata

税理士

中央大学商学部会計学科卒業。

株式会社TKC System Consulting Groupにて、会計・税務ソフトウェアの営業、税
理士の仕事を知る。税理士試験を経て、Arthur AndersenからKPMG 
Transaction Advisory Groupにて不動産証券化、M&Aを担当。その後、個人税
理士法人にてセミナー講師、不動産ファンド等を担当したのち、AIG にてリーマンショック
を経験しInvescoへ (通算11年)。税務ストラクチャリング、ファンド経理部長として、J-
REIT IPO、海外ファンドの立上げ、女性ネットワークなどに関わる。その後、Netflixにて
日本事業立ち上げにおける税務、コーポレート経理を担当。

現在はEY税理士法人ITTS,国際法人税務アドバイザリーグループ ディレクター。国際
税務トランザクションサービスに従事し、不動産ファンド、インバウンド税務、M&Aを担当。
自由、専門性、チーム、組織作り等をキーワードに、D&Iコミッティメンバーとしても活動し
ている。
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営業・販売戦略

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。

野元 義久

Yoshihisa Nomoto

株式会社
BRICOLEUR

代表取締役

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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ファイナンス

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。

村田 真理

Mari Murata

税理士

中央大学商学部会計学科卒業。

株式会社TKC System Consulting Groupにて、会計・税務ソフトウェアの営業、税
理士の仕事を知る。税理士試験を経て、Arthur AndersenからKPMG 
Transaction Advisory Groupにて不動産証券化、M&Aを担当。その後、個人税
理士法人にてセミナー講師、不動産ファンド等を担当したのち、AIG にてリーマンショック
を経験しInvescoへ (通算11年)。税務ストラクチャリング、ファンド経理部長として、J-
REIT IPO、海外ファンドの立上げ、女性ネットワークなどに関わる。その後、Netflixにて
日本事業立ち上げにおける税務、コーポレート経理を担当。

現在はEY税理士法人ITTS,国際法人税務アドバイザリーグループ ディレクター。国際
税務トランザクションサービスに従事し、不動産ファンド、インバウンド税務、M&Aを担当。
自由、専門性、チーム、組織作り等をキーワードに、D&Iコミッティメンバーとしても活動し
ている。
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