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7月
新規開講

本プログラムで修得可能な、国内外のビジネスでの成功に役立つ力の一例

□ 部下から信頼を得る力 □ 本質を見究め、問題解決の糸口をつかむ力
□ 問題解決の筋道を立て、戦略を立てる力 □ 前例にこだわらず、実行可能な計画を作る力
□ 臨機応変に対応し、ゴール達成に導く力 □ 戦略やプロセスをチーム全体に通じる形で伝える力

新規開講オープンコース Berlitz Management Growth の特長

✔ ビジネス本番での再現性を重視した、日本語で行う実践的なプログラム
ビジネス経験豊富な専任講師による日本語＊での講義（インプット２割）と実践を想定したワークショップ（アウトプット８割）を繰り
返します。課題の所在と原因を突き止め、その解決策を作るスキル、解決策を実行するための組織変革、新規事業戦略等を言語化する
スキル、計画を実行するために経営層やしかるべき組織を巻き込み、動かすスキルを総合的に養成します。

✔ スキル養成と、自身の判断軸の醸成に導く ～サイエンス&アートへの取り組み～

業務に直結する技術や知識だけでは、新たな価値を創り出す力や、チームをまとめる力は容易に身につきません。本研修に並走するリベ
ラルアーツのオンライン講座を利用することで、哲学や歴史を題材に多様な価値観に触れ、思考を深め、業種や職種を問わず、職位が
上がるにつれ求められる「前例のない状況での決断」「正解が一つではない問題への対応」に備えます。

＜こんな方におすすめ＞
・国内外でチーム、組織、プロジェクトを率いるリーダー候補の方、現リーダーの方
・海外赴任や、他部門への異動により、新たな環境でマネジメントに従事する予定の方
・将来のグローバルリーダー、マネジメント層として育成予定対象の方

開催概要

監修・講師紹介

ベルリッツ・ジャパン株式会社
Talent Growth事務局

Email: talentgrowth@lc.berlitz.co.jp

お問い合わせ・お申込み

本プログラムは、さまざまな分野で豊富な実績を誇る戦略コンサルティング
ファーム、株式会社BDスプリントパートナーズと、グローバル人材の育成支援
実績をもつベルリッツ・ジャパン株式会社が共同開発いたしました。
実際にビジネスリーダー・起業家として、また、戦略コンサルタントとして、
数多くのビジネスと新規事業開発を成功に導いているBDスプリントパートナー
ズのコーチが講師として登壇し、講義やワークショップを日本語で提供します。

とお悩みなら

管理職になる前に、
マネジメントの基本スキルを

一連の流れで身につけさせたい

「経験と勘」だけではない、
裏付けのあるメンバー育成
スキルを身につけさせたい

自分で課題を見つけて
深く考え、自発的に仕事を
進める社員を増やしたい

ビジネスで成果を出すための根幹の力を身につける、オープン型プログラム

Berlitz Management Growth

2019年

9月
追加募集

いけおか あきら

池岡 亮 講師
株式会社BDスプリントパートナーズ
シニアコンサルタント

メーカーでのコンサルティング営業、総合商社での事業企
画推進経験を経て現職。顧客提供価値を高める戦略策定を
得意とする。顧客や上司から“Yes”を勝ち取る交渉術に定評。

こばし たかゆき

小橋 貴之 講師
株式会社BDスプリントパートナーズ
シニアコンサルタント

大手から中堅企業まで、幅広い領域、業種での新規事業立ち
上げを支援。自らの起業経験、起業家の広いネットワークを
活かしたスタートアップ支援も数多く展開。実践型ワーク
ショップに定評。

はた みつひろ

秦 充洋 監修
株式会社BDスプリントパートナーズ
代表取締役CEO

大手ファーム戦略コンサルタント、スタートアップ起業後、
大手ファームのプリンシパルに就任。大型案件や新規事業
の指揮を務めた後、ミレニアムパートナーズ、BDスプリン
トパートナーズを設立。多くの企業や組織、起業家の新規
事業、スタートアップ、次世代リーダー育成を支援。

＊ 喫緊で外国語力向上が必要な場合、弊社ビジネス英語プログラムなど、ニーズとお力に合わせたプランをカスタマイズ提案いたします。

ベルリッツ・ジャパン青山本社

東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館16階

※東京メトロ銀座線・半蔵門線・都営地下鉄大江戸線 青山一丁目直結

＜Phase 1＞ Insight　     　 2019/7/1 (月) 、7/ 8(月) 、7/29(月) 、 8/5(月)

  ～開講済み～　　　　　　　 [全４回、各13：30 ～ 18：00]

＜Phase 2＞ Innovation　　2019/9/2  (月) 、9/9  (月) 、9/ 30(月) 、10/7 (月)

  　　　　　　　　　　　　　 [全４回、各13：30 ～ 18：00]

＜Phase 3＞ Visionary　　　2019/11/11(月) 、12/2(月)

  　　　　　　　　　　　　　 [全2回、各10：00 ～ 18：00＊]　＊1時間の休憩時間を含む

募集人数 各Phaseとも、6名様まで追加募集致します。

・　新規事業開発のプロセスを、他社からのクラスメートとともに本格的に学びたい方

・　国内外でチーム、組織、プロジェクトを率いる現役、新任リーダーの方

・　将来のグローバルリーダー、マネジメント層として育成予定の若手の方

＜Phase 2＞ Innovation ＆＜Phase 3＞ Visionary お申込みの場合　360,000円＋税

上記価格は、Phase 2 & 3（358,200円）、課題テキスト（1,800円）の合計価格です。　申込締切：2019/8/20（火）

＜Phase 2＞ Innovation のみお申込みの場合　180,000円＋税

上記価格は、Phase 2（178,200円）、課題テキスト（1,800円）の合計価格です。　　　申込締切：2019/8/20（火）

＜Phase 3＞ Visionary  のみお申込みの場合　180,000円＋税

本Phase 3は、課題テキストはございません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込締切：2019/10/7（月）

提供協力 (株)BDスプリントパートナーズ

開催場所

追加募集

受講対象者

受講料金

mailto:talentgrowth@lc.berlitz.co.jp


アウトライン

＜Phase 2＞

Innovation
＜Phase 1>

Insight
管理職 着任

海外赴任

人財プール

●テキスト：「仮説思考」「論点思考」内田和成著
●各回に、事前課題が設定されます。

激変するグローバル競争環境に誰もが晒される時代、

物事の核心をとらえ、ビジネスを優位に進めるために

「ロジカルシンキング（論理思考力）」の重要性がま

すます高まっています。真に取り組むべき問題をどの

ように見極め、解決へ導くか。

日程 主なテーマ 主な内容

Day
1

すべてに通じる問題発見の極意 ・ 生産性の高い議論の進め方
・ 「見つける」ことの難しさ
・ 「あるべき姿」から考える問題発見のコツ

Day
2

問題解決プロセスとそのマネジメント ・ 問題解決の基本プロセス
・ 分解すれば解決しやすくなる
・ 課題特定のための分解の切り口
・ 感度の良い切り口とは

Day
3

原因究明から解決ステップへ ・ 因果関係を明らかにする
・ 革新的な解決策を考える
・ マネジメントに必要な3つの思考

Day
4

プレゼン演習と説得・交渉の技法 ・ ストーリー作りのコツ
・ ファシリテーション、ネゴシエーション

日程 主なテーマ 主な内容

Day
1

勝ち残るための「変革」を学ぶ ・ 戦略・組織の基本フレームワーク
・ 事業変革と創造の基本ステップ
・ 事業コンセプトを発想する

Day
2

ビジネスモデルとは ・ 顧客への提供価値
・ ターゲット顧客の絞り方と拡げ方
・ サービスドミナントモデルの衝撃
・ バリューチェーンを考える

Day
3

マネタイズモデルの類型 ・ 事業特性・収益性に大きなインパクト
・ マネタイズモデルの類型

Day
4

事業プラン発表と実行体制 ・ プラン発表
・ 事業化のハードルを超えるには

不連続に変化する時代に企業が生き残っていくため

には、新しい価値を創造し続けることが不可欠です。

価値観や働き方など、ビジネスのさまざまなシーンで

多様性が増す今、思考力、仕事力に加え、チームを束

ねて成果を発揮する力がリーダーに必須の資質となっ

ています。

日程 主なテーマ 主な内容

Day
1

ヴィジョナリーなリーダーに
必須のスキル

・ ヴィジョナリーなリーダとは
・ 相手の背景を理解する
・ あるべき姿とありたい姿
・ 問題解決の優先順位をつける
・ 課題特定のコツをつかむ

Day
2

プロジェクトマネジメント ・ プロジェクトマネジメントのコツ
・ アクションプランニングの鉄則
・ メンバーを巻き込みチームの信頼を得る
・ トップとの議論、目線合わせ

Berlitz Business Communications School 〈 BBCS 〉 ＊オプション EntryとCore の2レベル設定 （下記記載テーマはEntryプログラムです）

リベラルアーツ オンラインプログラム “本質を学び、見識を身につける Learn  essence, learn insights” ＊2019年8月と10月の2回、オフサイト意見交換会実施予定

外国人選任講師による、英語でビジネスコミュニケーション（Conflict resolutions, Meeting & Teleconferences, Presentations, Negotiations)を学ぶ

ディスカッション形式のコースです。ケーススタディを通し、現状分析、課題抽出、解決策立案といったビジネスに必須のプロセスや、効果的なコミュ

ニケーションスキルをグループ形式で練習します。ビジネスで成果を出すために必要なスキルを、実践演習と360度フィードバックを通じて体得します。

Conflict Resolution 2時間×４回

Goal ・問題を解決するため、議論をリードする
・双方の観点に立って建設的な議論を行う
・協力して、解決策を検討する

Meeting & Teleconferences 2時間×４回

Goal ・会議の流れを理解し、スムーズに進める
・説得力のある表現や巧みな言い回しを用いて、効果的な発言をする
・参加者の合意形成を図り、時間内で終了できるように管理する
・テレカンファレンスに対応する

Negotiations 2時間×４回

Goal ・交渉を成功に導くために目的を設定し、事前準備をする
・取引や譲歩にひつような表現を理解し有利に交渉を進める
・合意に達し、双方に利益をもたらすプロセスを導く

Presentations 2時間×４回

Goal ・問題を解決するため、議論をリードする
・双方の観点に立って建設的な議論を行う
・協力して、解決策を検討する

職位が上がるにつれ必要性が増していくビジネススキルの上位は「ビジョン・政策立案力、部下育成力、リーダーシップ、俯瞰力の4点」というデータ*

があります。VUCAの時代に求められる、前例のない状況で迫られる決断、先を読む力、正解が一つではない問題に対処するためには、自分の判断軸を

確固たるものにすることが必要です。リベラルアーツへの取り組みは、世代や言語、国境を越えて伝わり、長く残るもの＝本質、知恵を手にするための

最良の手段です。

一方、グローバルなビジネス環境では、信頼を得るための教養、異なる価値観を尊重した上での言動が肝要であり、時にはリベラルアーツで得られる教

養は、英語以上にグローバルビジネスでの共通言語になり得ます。本プログラムでしか読めない哲学、歴史、経済、自然科学等の講座に登場する数々の

論点に触れ、思考を重ねることで、リーダーとしての素養の礎を築いて頂きます。

＜Phase 3＞

Visionary

● 歴史、宗教、哲学、経済、自然科学等の分野の
著名現役教授＆執筆者による動画付き31講座

● 約2時間/1講座
● 11冊の厳選された電子書籍が読み放題
● 学習プラットホーム（投稿、意見交換機能あり）

リベラルアーツ オンラインプログラム BizArts®

オリエンテー
ション

“リベラルアーツはなぜ
ビジネスに役に立つか”

セミナーを含みます

●テキストはございません
●各回に、事前課題が設定されます。

＜Phase 1＞ Insight “正しく見極める“ ＜Phase 2＞ Innovation “変える＆創り出す” ＜Phase 3＞ Visionary “巻き込み、動かす”

4.5時間/回×４回

Berlitz Business Communications School (グローバル環境での英語ビジネスコミュニケーションが必要な方向け) ＊オプション

●テキスト：「プロ直伝！成功する事業計画書の作り方」秦充洋著
●各回に、事前課題が設定されます。4.5時間/回×４回 ７時間/回×２回

リベラルアーツを多角的に学ぶことのできる日本語の学習コンテンツを、PCやスマートデバイスで学習できるオンラインプログラムです。

グローバル環境において英語でのビジネスコミュニケーションが必要な方のための、実践的英語スキルトレーニングです。

＊2018年5月 文部科学省による意識調査より
＊コンテンツイメージ画像

● スケジュール：週1回固定制（曜日、時間、開校場所については、別途ご案内）
● フルコース 全32時間
● 各テーマ（８時間）ごとに選択可
● レベルの目安：TOEIC®テストスコア600以上（Entry）、同760以上（Core）

当フェーズでは、問題発見のコツや解決の3ステップ、

基本フレームワークなど論理思考力のベースを元に、

実際の業務課題を題材とし実践形式で習得します。

当フェーズでは、新しい事業アイデアの発想法、事

業化のプロセスと具体的なアプローチを一気通貫で

学び、新規事業立上げのための基本スキルを身につ

けます。多様性の高いチームで実際に事業プランを

作成する経験を通じて、実践的なチームマネジメン

トスキルも体得いただきます。

当フェーズでは、自社の直面する課題の解決案と解決

プロセスを検討、設計する実践的ワークショップを通

じ、明確なビジョンを示してチームの結束力を高め、

ビジネスを強力に推進するリーダーシップについて議

論し、考察を深めます。

追加募集中！ 追加募集中！


