
Berlitz Management Growth とは?

✔ ビジネス本番での再現性を重視した、
実践的なプログラム

課題の所在と原因を突き止め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。

✔ 研修生の発言量を最大化した、
アクティブラーニング（日本語実施）

全日程を通し、日本語で実施いたします。講義（インプット）
は約２割、ワークショップ（アウトプット）が約８割の構成で、
研修生が主体的に考え発言する量を最大化することに重点を置
いた実践的な研修です。

✔ 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～

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。

開催概要

開催場所

オンラインで実施致します
全参加者の所属企業方針＆ご本人様事情ともに、出張＆対面型研修へのご参加が可能となりま
した時点で、下記の場所での対面集合型研修に切り替える可能性がございます。
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 徒歩3分

開催日程

＜オリエンテーション＞ 2020/9/7(月）14:00～16:00

＜Phase 1＞ Insight 2020/9/23 (水) 、9/ 30(水) 、10/12(月) 、10/26(月) 
[全４回:13:30 ～ 18:00]

＜リベラルアーツ＞
セミナー＆ディスカッション 2020/11/11 (水)  ［全1回15:00 ～ 18:00］

＜Phase 2＞ Innovation 2020/11/16  (月) 、11/24  (火) 、12/ 9(水) 、2021/1/20 (水)
[全４回、各13:30 ～ 18:00]

＜Phase 3＞ Visionary 2021/2/3(水) 、2/17(水)
[全2回:13:30 ～ 18:00]

催行人数 最少催行人数:12名

受講対象者
・ 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
・ 海外赴任や他部門への異動により、従来と異なる環境でマネジメントに従事される方
・ 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

受講料金

Berlitz Management Growth ベーシックパッケージ 641,000円 /１名様
上記パッケージ価格は、Phase 1 ～ 3（630,000円）、課題テキスト（5,000円）
リベラルアーツ オンライン講座“BizArts”（6,000円）の合計価格です。

＊価格は全て税別表記です。
＊研修効果を鑑み、パッケージでのご受講を推奨いたしますが、個別購入も可能です。既に課題テキスト

をお持ちであったり、リベラルアーツ講座“BizArts”をご受講中などの場合は、該当費用を差し引きます。

申込締切 2020/7/31(金) ＊定員（18名様）となり次第受付を終了いたします。

提供協力 (株)BDスプリントパートナーズ

コンテンツ監修

ベルリッツ・ジャパン株式会社
Berlitz Management Growth事務局

お問合せ先:Email: talentgrowth@lc.berlitz.co.jp もしくは御社担当の弊社営業スタッフまでお声掛けください

★その他、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

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。

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

2020年
9月
開講

いけおか あきら
池岡 亮
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。

はた みつひろ
秦 充洋
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。

講師

【本コースで身に付く6つの力】
1. 国内外でチームや組織、プロジェクトを率いる

リーダー候補 or 現リーダーとして、部下から
信頼を得る力

2. 本質を見究め、問題解決の糸口を掴む力

3. 問題解決の筋道を立て、戦略を作る力

4. 前例に拘らず、実行可能な計画を作る力

5. 臨機応変に対応し、ゴール達成に導く力

6. 戦略やプロセスをチーム全体に伝え、動かす力

ー講師は、皆様に問いかけ続けますー

“答えがすぐに出る解決策を、
出していませんか?“

“目線を下げて解決しようと
していませんか?“

“本質に踏み込む勇気（を裏付ける
スキル）は、ありますか?“

【会場の環境について】対面集合型で実施の場合
・当プログラムの会場である弊社会議室は、外気との十分な換気を行う設

備を整えております
・開催時期の状況に応じた、適切な措置を行います（例:プログラム実施

中のテーブル、マーカーの定期消毒、参加者間の距離確保等）

オンライン
無料説明会

7月9日（木）
16:30～18:00



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。

日程 主なテーマ 主な内容

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

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

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

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

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

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

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

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

日程 主なテーマ 主な内容

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ーとは
・プロジェクトマネジメント
・アクションプランニングの鉄則
・トレードオフを突破する

2 ヴィジョナリーなリーダーの役割を
考える

・組織へのアプローチ方法を見つめ直す
・あなたの言葉は伝わっているか?
・コミュニケーションにおけるリーダーの

役割
・周りを動かすために、必要なモノ

2019年度 Berlitz Management Growth ご参加者の声 （プログラム実施期間:2019年7月～12月実施 アンケートご回答より）

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”

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37講座

（2020年4月1日時点）
● 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。最終プレゼン（約15分）のDVDを進呈

＜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
●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 4.5時間/回×２回

＊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

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。 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ロジカル
シンキング（論理思考力）をベースに、実際の
業務課題を題材とし実践形式で習得します。

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。

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。

セミナー＆ディスカッション 開催日 2020年11月11日（水） 15:00~18:00

【研修成果の再現性が高い、研修メソッド】

“似たような研修は何度か受講しており、知識とし
ては持っていると思っていたが、このプログラムは
実践を繰り返す事が特徴であり、定着させる事の重
要性を認識した”
“Insightの研修そのものは他にもあるが、実践的に
できるところはあまり多くないと思う。マネジメン
トクラスに受けさせたい”

“実践に重きを置いていたので、頭だけでなく、体
で覚えていけるような感覚があった”

【オープンコースの利点】

“異なる着眼点での議論は、社内だけでは得られな
い貴重な経験だと思った”

“外部の方と共同作業を行う経験がなかったため、
非常に良い経験ができた”

“業種によってバリューや共通認識が異なることが
体感できた。多様性を感じた”

【研修を通し、考え方が変わった点 ②】

“問題発見から解決案の立案までのプロセスを意識
するようになった。Innovationに関しても、新しい
アイデアを出すことに苦手意識があったが、アイデ
ア出しのプロセスが理解できたので、今後できるよ
うになると思う”

“知的タフネスの大切さ。失敗は恐れるに足りず!
そこから学ぶことの方が大切と、経験談として社内
研修でも伝えている”

【研修を通し、考え方が変わった点 ①】

“あるべき姿を考えることは受講前も意識をしてい
たつもりだが、十分ではなかったと思う。それに
伴って課題の明確化も曖昧となり、具体的な行動に
移すことが難しくなっていることに気づいた”

“失敗を恐れない”

“大きな変革や新しい事業など、自分とは遠い世界
にある話と感じていたが、実践的な研修を通し、身
近なものに感じられるようになった”

【講師のクオリティ】

“普段コンサルティングやコーチング等で経営層に
近いお考えをお持ちの方から、具体的な考え方の身
につけ方を教えてもらい、とても分かりやすく、励
みにもなった“

“様々な業界のメンバーが参加している中、それぞ
れのプレゼンや考えについて、核心を突く質問とア
ドバイスをする姿は、圧巻だった”

【ベルリッツがマネジメント研修を提供?】

“初めて聞いた時は「意外」だったが、今回の研修
を受講してレベルの高さを感じた“

“純粋に良いと思う。語学以外の分野で得た知見を、
再び語学のレッスンの改善に活かすなど、良いコラ
ボレーションができるとさらに良いと思う”

“（良い意味で）正直、意外だった。どこかで「英
語を勉強しましょう」という内容が出てくるかと
思っていた”


