「課長塾 ｉｎ 上海」
上海」―――「
―――「在中日系企業中堅幹部
在中日系企業中堅幹部向
中堅幹部向け研修」
研修」
「真」のリーダー育成のための塾、日経BP×中智、上海で初めて開講
『伝説の
伝説の外資トップ
外資トップ 新将命氏が
新将命氏が指導 ～勝ち残る企業の
企業の創り方とリーダーの
リーダーの条件～』
条件～』

日頃から格別のお引立てをいただき厚く御礼申し上げます。
さて、突然ですが、皆さんは次の質問に対して、どのようにお答えになるでしょうか？

「経営者と
経営者とリーダー、
リーダー、それらとマネージャ
それらとマネージャや
マネージャや中間管理職の
中間管理職の違いとは？」
いとは？」

日本コカ・コーラやシェル石油、ジョンソン・アンド・ジョンソンなど数々の外資系企業の経営者とし
長年、手腕をふるってこられた新将命氏はこう答えます。

「最大の
最大の違いは『
いは『方向性』
方向性』を語れるかどうかだ
れるかどうかだ。」
「今、我々の周りで起こっている変化は、経験したことのない『グローバル化』『多様化』である。
これまでのやり方は通用しない。今の時代のリーダーに求められるのは、部下たちに方向性を示
し、そして導くことである」。さらに、同氏は続けます。「方向性を示す作業は、6割のロジック（論理・
データ・分析）と4割の感性で行うことが望ましい。そして、感性は経験と現場志向、問題意識によ
って磨かれる」。

今回、日経BPと中智で共同開催する「課長塾 ｉｎ 上海」は、今の時代に必要なリーダーを育成す
るためのスクールです。参加できるのは最大35人。少人数制を採用することで、受講生一人ひと
りが講師と正面から向き合い、対話形式の授業を通じて、濃密な三日間を過ごします。

学ぶのは、「真」のリーダーになるためのロジックと感性です。他のスクールのように、ノウハウを
詰め込むだけではありません。参加者一人ひとりが自らのミッションを設定し、成果を発表し、そし
て自らの気付きをグループで共有します。こうしたワークショップを重ねることで、ロジックを学びな
がら、感性を育て、成長していきます。

受講者はさまざまな業種から集まってきます。これも「課長塾 ｉｎ 上海」の大きなメリットです。同じ
会社、同じ業種の狭い常識にとらわれることなく、異業種の方々と触れ合い、対話することで、自
身に足りない要素をより明確に認識し、自らの成長を加速することができるようになります。

例えば、部下をお持ちのみなさんは、次のような悩みをお持ちではないでしょうか？
「部下のモチベーションを上げるのにどうすればいいのか分からない」
「『やらされ感』の部下にどういう動機付けが必要なのか」

「完璧主義になってしまい、仕事が先に進まない」
課長塾をご
課長塾をご受講
をご受講いただければ
受講いただければ、
いただければ、このような悩
このような悩みから解
から解き放たれます。
たれます。
◎リーダーとしての原理原則
◎リーダーとしての課題抽出
◎判断力を鍛える
◎考え抜き、問題解決できる思考力を鍛える
◎成果をあげるチームを作る
といったリーダーとして必要な能力と実践方法を総合的に身に付けることができるからです。

商売の神様として知られる松下幸之助氏が 「松下さんは何をつくっているのですか」と聞かれた
とき、 「松下電器は人をつくるところでございます。あわせて電気製品をつくっています」と答えた
のは有名な話です。グローバルに活躍する日本企業であるトヨタ自動車にも「モノづくりは人づく
り」という名言があります。

否応なしにグローバル化が進む昨今、勝ち残る企業になるためには、グローバル時代にも通用す
るリーダー的人材の存在がカギになります。机上の空論ではなく、企業の現場で役立つ本質、ス
キルとマインド、戦略や知恵でなければなりません。

新将命氏は言います。「我流、自己流でも、人はある程度は伸びます。しかし、それだと必ず伸び
悩む時が来ます。もし、ベースとして『原理原則』を知っていると、伸び方が全く違う。その後のビジ
ネスパーソン人生において、非常に有利になるでしょう」。「課長塾 ｉｎ 上海」は、新氏が 50 年か
けて体験し、学んできた『原理原則』をお伝えします。

「課長塾」
課長塾」は、今回が
今回が日本国外での
日本国外での初
での初めての
めての開催となります
開催となります。
となります。価格は
価格は3日間で
日間で1万元（
万元（税別）
税別）。6月
24日
24日までに、
までに、お申し込みいただくと早期割引料金
みいただくと早期割引料金8000
早期割引料金8000元
8000元（税別）
税別）で受講していただくことが
受講していただくことが可能
していただくことが可能で
可能で
す。またとないこの
またとないこの機会
この機会に
機会に、受講をご
受講をご検討
をご検討ください
検討ください。
ください。

◆お申込は本メール最後尾の申込フォームに記載のうえ、メールにてお送りください
申し込みメールアドレス：Kacho
KachoKacho-Juku@ciicsh.com
御問い合わせ電話：
：

021－
021－54594545ｘ
54594545ｘ3430(新井
3430(新井)
新井)
021－
021－54594545ｘ
54594545ｘ3436(フォン
3436(フォン)
フォン)

■講座概要
【日時】 2016年7月25日（月）・26日（火）・27日（水） 3日間 9：30～1７：30（開場9:00）
【会場】 JW MARRIOTT（上海明天広場JW萬豪酒店） 上海市南京西路399号
【定員】 35名（定員になり次第締め切ります）
【主催】 日経BP社 日経ビジネス課長塾 /

中智上海経済技術合作公司

【費用】 1万元、6/24まで早期割引8000元
中智の企業会員様8000元（いずれも税別）
【言語】 日本語
【食事】 昼食付
【参加対象】 在中日系企業の経営者、マネージャ（日本で経営者研修を受けたことのない日本人
駐在員の方、日系企業で長く働いているが本格的なリーダー研修を受けたことのない中国人の幹
部等。日本へ行かずに、短期間で純粋な日系リーダー研修を受講できるチャンスです）。

一日目

講師 国際ビジネスブレイン
国際ビジネスブレイン 代表取締役社長 新 将命氏

午前 「経営と
経営と理念／
理念／Management Philosophy」
Philosophy」
勝ち残る企業創りの流れを学び、経営の原理原則を身に付けます。企業理念について正しく理
解し、生きた理念の作成方法と活用方法を学びます。「わが社の経営理念」について、参加者が
発表するワークショップを開催します。
午後 「目標と
目標と戦略／
戦略／Target and Strategy」
Strategy」
正しい目標の考え方と作り方を学び、マネジメントにおける目標設定の意義を考えます。戦略
の正しい考え方を身に付け、生きた戦略の作成方法を学びます。

二日目

講師 国際ビジネ
国際ビジネスブレイン
ビジネスブレイン 代表取締役社長 新 将命氏

午前・
午前・午後 「リーダーシップと
リーダーシップと人材育成」
人材育成」
人材の特徴と型を理解し、リーダー人材について考えます。「スキル」と「マインド」の両面からリ
ーダー人材に必要な能力を理解し、人材開発について学びます。「リーダーシップと人材育成」に
ついてのグループショップを行います。

三日目

講師 IWNC 生田 洋介氏

午前・
午前・午後 「イキイキと
イキイキと成果を
成果を上げるチームビルディング
げるチームビルディング術
チームビルディング術」
さまざまなテーマに沿ったアクティビティを通して、理想のチーム像の共有、強いチームの創り方、
チームとしてすべきことを明確にします。体を動かす体感型のアクティビティを行うことで、知識だ
けでなく納得感が固まり、職場に戻って実践したくなる具体的なノウハウを習得できます。

終了後 講師と参加者の懇親会

◆お申込は本メール最後尾の申込フォームに記載のうえ、メールにてお送りください
申し込みメールアドレス：Kacho
KachoKacho-Juku@ciicsh.com
御問い合わせ電話：
：

021－
021－54594545ｘ
54594545ｘ3430(新井
3430(新井)
新井)
021－
021－54594545ｘ
54594545ｘ3436(フォン
3436(フォン)
フォン)

■講師プロフィール
新 将命（
将命（国際ビジネスブレイン
国際ビジネスブレイン代表取締役社長
ビジネスブレイン代表取締役社長）
代表取締役社長）

国際ビジネスブレイン代表取締役社長。1936 年東京生まれ。早稲田大学卒。シェル石油、日本コ
カ・コーラ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、フイリップスなどグローバル・エクセレント・カンパニー6 社
で社長職を 3 社、副社長職を 1 社経験。2003 年から住友商事などのアドバイザリー・ボード・メン
バーを務める。長年の経験と実績をベースに、国内外で「リーダー人財開発」の使命に取り組んで
いる。希薄な虚論や空論とは異なり、実際に役に立つ“実論”の提唱を眼目とした、独特の経営
論・リーダーシップ論には定評がある。ユーモアあふれる独特の語り口は、経営幹部層や次世代
リーダーの間で絶大な人気を誇る。近著『経営の教科書』（ダイヤモンド社刊）、『リーダーの教科
書』（ランダムハウス講談社刊）は、現役経営者、若手リーダーの必読書となっている。ほか『課長
塾 原理原則課 出来る課長になる 55 の鉄則』（日経 BP 社）

生田 洋介（
洋介（株式会社 IWNC パフォーマンスコンサルタント メンタルコーチ）
メンタルコーチ）
1996 年、組織変革及び人材開発のコンサルティングを行なう（株）IWNC に加入。「自律的変革」の
スペシャリストとして、経験学習モデルをベースにした組織変革プログラムを数多く実施。組織の
状況に合わせたプログラムのデザインや、参加者の意欲を高めるファシリテーションには定評が
あり、主にチームビルディング、リーダーシップをテーマに 7000 人以上の意識を変えてきた。現在
は、企業戦略に基づく人材開発プログラムのデザイン、チームのパフォーマンスを向上させるコン
サルティング、個人の意識変革と行動変容を促進させるトレーニングなどを通じ、組織と個人の目
標達成と継続的成長を多角的に支援している。著書に、『指導しなくても部下が伸びる！』（日経
BP）『7000 人のプレイングマネジャーを変えた 8 つの法則』（中経出版）がある。

★ 発表会＆講演会お申込フォーム ★

【お申込先⇒ KachoKacho-Juku@ciicsh.com 】
御問い合わせ電話：
：

021－
021－54594545ｘ
54594545ｘ3430(
3430(新井)
新井)
021－
021－54594545ｘ
54594545ｘ3436(
3436(フォン)
フォン)

2016年7月25日（月）・26日（火）・27日（水） 3日間 9：30～1７：30（開場9:00）
JW MARRIOTT（上海明天広場JW萬豪酒店） 上海市南京西路399号
日経BP社 日経ビジネス課長塾 / 中智上海経済技術合作公司

★下記
下記ご
下記ご記入の
記入の上、E-mail にてご返送下
にてご返送下さい
返送下さい。
さい。【お申込先⇒ KachoKacho-Juku@ciicsh.com 】
貴社名
貴社所在地
ご芳名
ご所属

ご役職

電話番号

携帯番号

E-mail
ご芳名
ご所属

ご役職

電話番号

携帯番号

E-mail

日経 BP 社＆中智上海経済技術合作公司
御問い合わせ電話：
：

021－
021－54594545ｘ
54594545ｘ3430(新井
3430(新井)
新井)
021－
021－54594545
54594545ｘ
3436(フォン)
594545ｘ3436(フォン
フォン)

２０１６年
２０１６年４月２５日
２５日

