
  

 

 

一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人    日本経営士会日本経営士会日本経営士会日本経営士会    

経営力強化経営力強化経営力強化経営力強化コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタント    

養成講座養成講座養成講座養成講座のごのごのごのご案内案内案内案内    
平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年６６６６月月月月８８８８日日日日（（（（土土土土））））開講開講開講開講    

（（（（6666 月度月度月度月度のののの土土土土・・・・日曜日日曜日日曜日日曜日をををを中心中心中心中心してしてしてして開催開催開催開催））））    
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内外の経営環境の変化スピードは速く、中小企業の経営課題は以前よりもさらに

複雑化されており、その経営力強化は日本経済における喫緊の課題となっておりま

す。このような状況において一般社団法人日本経営士会は現状の中小企業を具体

的に支援できる有能なるコンサルタント養成をめざし、今講座を設けました。下記にて

本講座のご案内をさせていただきます。 

 

〇〇〇〇本講座本講座本講座本講座のののの特長特長特長特長    

１１１１．．．．実際実際実際実際のののの現場現場現場現場ででででコンコンコンコンサルティングサルティングサルティングサルティングをををを演習演習演習演習しますしますしますします    

本会と関係が深い企業グループの中の１社に実習先としての場の提供を依頼し 

ます。コンサルティングは受講者が中心になって進めます。本会経営士総合研究所

の本件推進メンバーがサポートを行います。 

２２２２．．．．具体策具体策具体策具体策のののの策定策定策定策定、、、、実行実行実行実行をををを支援支援支援支援するするするする                                                                                

            能力強化能力強化能力強化能力強化にににに重点重点重点重点をををを置置置置きますきますきますきます    

培ったコンサルティング手法やノウハウを駆使して、                                                  

実習先企業の経営の方向性を見極め、経営改革・事業全体の 

再構築等の仮説を立てます。そして具体的な改革施策を      

受講者と講師が一体となり策定することで、受講者の支援・ 

指導能力の強化に繋げます。    

３３３３．．．．成果実現成果実現成果実現成果実現のののの能力能力能力能力をををを強化強化強化強化しますしますしますします    

コンサルタントとして重要なことは、支援・指導を行った 

結果、それが成果となり現れる、「結果を出せる」こと   

です。すなわち成果実現の能力とも言うべき部分を強化 

します。 

 

 

経営力強化経営力強化経営力強化経営力強化コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタント養成講座養成講座養成講座養成講座のごのごのごのご案内案内案内案内    

＝＝＝＝正会員限定受講者正会員限定受講者正会員限定受講者正会員限定受講者のののの企画企画企画企画ですですですです＝＝＝＝    

 

本講座本講座本講座本講座のののの特長特長特長特長    
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〇〇〇〇経営力強化経営力強化経営力強化経営力強化コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタントのののの認定認定認定認定    

本講座の受講を修了時に提出いただくコンサルティング・レポートの合格をもって

経営力強化コンサルタントとして認定されることになります。本会経営士総合研究所

より認定証を発行いたします。 

経営力強化コンサルタントは本会経営士総合研究所が中心になって取り組む、 

中小企業に提供する支援・指導サービスや、そのための診断・コンサルサービス  

内容の開発などに優先的に参画できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

経営士会員（含む経営士補） 

 

〇〇〇〇研修期研修期研修期研修期    

   １．期間  ： ２０１３年６月８日（土）～６月３０日（日） 

   ２．日数  ： ８日間（土曜日・日曜日中心に開催） 

 

〇〇〇〇研修研修研修研修のののの場所場所場所場所    

１．研修  ： 早稲田奉仕園（西早稲田） 

        ＊下記ホームページ参照下さい。 

          公益財団法人早稲田奉仕園 
２．実習  ： 実習先企業  

 

             

 

 

経営力強化経営力強化経営力強化経営力強化コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタントのののの認定認定認定認定    

受講対象者受講対象者受講対象者受講対象者    

研修期間研修期間研修期間研修期間    

研修研修研修研修のののの場所場所場所場所    

 調整中 
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    科目科目科目科目    内容内容内容内容    時間時間時間時間    

1111 日目日目日目日目    

6/8(6/8(6/8(6/8(土土土土))))    

    

    

1. オ-プニング  

         プログラム 

(研修会場) 

 

司会：（森田講師） 

(1) 開講式                   （高橋副会長）  

(2) 特別講義                 経済産業省 

(3) 日本経済の現況（ｱﾍﾞﾉﾐｯｸｽと今後の展望）    

                       （五十嵐講師） 

(4) コンサルプロセスの概要       （石倉講師） 

(5) 財務分析・診断の進め方       （石倉講師） 

※受講者との守秘契約を結ぶ（講師は契約済） 

0.50.50.50.5    

1.01.01.01.0    

    

2222....0000    

2222.0.0.0.0    

1.01.01.01.0    

2222 日目日目日目日目    

6/9(6/9(6/9(6/9(日日日日))))    

    

2. ケ-ススタディ 

―A 社の場合― 

  （研修会場） 

 

司会：（石井講師） 

(1) 販売環境とマクロ経済環境      （石井講師） 

(2) 生産・販売の課題＆対策       （石井講師） 

(3) 財務面の課題＆対策          （石倉講師） 

※過去診断した企業(A 社)のｹｰｽをｸﾞﾙﾌﾟﾜｰｸ形式で進行                   

 

   

 

 

 

 

(4)The Road of my ｺﾝｻﾙ（倒産経験した経営士語る）   

                           （青樹講師） 

0.50.50.50.5    

2.02.02.02.0    

2.02.02.02.0    

    

    

    

    

    

    

    

  2.0  2.0  2.0  2.0    

3333 日目日目日目日目    

6/15(6/15(6/15(6/15(土土土土))))    

3. 経営分析診断 

―実習先企業― 

(研修会場) 

 

司会：（石倉講師） 

(1) 実習先企業の環境分析        （石井講師） 

(2) 販売面の課題＆対策          （石井講師） 

(3) 生産面の課題＆対策          （森田講師） 

(4) 財務面の課題＆対策          （石倉講師） 

※実習先企業の提出資料に基づきｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ形式で進行 

0.50.50.50.5    

2.02.02.02.0    

2.02.02.02.0    

2.02.02.02.0    

4444 日目日目日目日目    

6/16(6/16(6/16(6/16(日日日日))))    

4. 経営改革仮説 

―実習先企業― 

 （研修会場） 

 

司会：（森田講師） 

(1) 課題の優先順位（収益構造改革案等）  （石井講師） 

(2) 経営改革の方向性仮説の立案   （石井講師） 

(3) 中期経営計画仮説の立案       （石井講師） 

※前日の分析診断をベースに全体討議で進行 

                          

  

 

  

    

    

2.02.02.02.0    

2.02.02.02.0    

2222.5.5.5.5    

    

プログラムプログラムプログラムプログラム    
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5555 日目日目日目日目    

6/166/166/166/16 のののの週週週週    

ののののｳｲｰｸﾃｳｲｰｸﾃｳｲｰｸﾃｳｲｰｸﾃﾞ゙゙゙ｲｲｲｲ    

5. 実習先企業訪問 

 （実習先） 

司会：（森田講師） 

(1) 経営者への質問、重要課題合意  （森田講師） 

(2) 現地調査                     （森田講師） 

     （各部門責任者への質問、データ確認） 

2.02.02.02.0    

5.05.05.05.0    

    

6666 日目日目日目日目    

6/22(6/22(6/22(6/22(土土土土))))    

6. 報告書完成 

 （研修会場） 

司会：（石井講師） 

(1) 4 日目作成の修正（現地調査に合わせる） 

                        （石井講師） 

(2) 経営改革計画の確立        （石井講師） 

※報告書完成を目指し全体討議で進行 

3.53.53.53.5    

3.03.03.03.0    

(1) 報告書のチェック          （高橋副会長） 

課題 に 対する 解決 策 、中 期経 営計 画、 

革新的改革仮説を重点的にチェック 

※6 日目に引き続き全体討議で進行 

3.03.03.03.0    

        

            

7777 日目日目日目日目    

6/236/236/236/23 のののの週週週週    

のののの ｳ ｲ ｰ ｸｳ ｲ ｰ ｸｳ ｲ ｰ ｸｳ ｲ ｰ ｸ    

ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ｲｲｲｲ    

7.経営者への報告書提

出、プレゼン、経営者の

講評 

（研修会場＆ 

    実習先企業） 

 

司会：（石倉講師） 

(2) 経営者への報告書提出、プレゼン、経営者の

講評                       （石井講師） 

※実習先企業で行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.04.04.04.0    

8888 日目日目日目日目    

6/30(6/30(6/30(6/30(日日日日))))    

8. 修了式、懇親会    

 （研修会場）    

    

司会：（森田講師）    

(1) 日本経営士会の今後          （佐藤会長）    

(2) 日本経済の現状と皆さんに期待すること 

     (財) 経済産業調査会 野々内 隆 理事長 

（3）研修まとめと今後のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ   （高橋副会長） 

(4) 受講者コンサルティング・レポート作成 

                                （森田講師） 

(5) 講評、修了式                （高橋副会長） 

(6)懇親会開催(研修会終了後。会場別途) 

                         （森田講師） 

 

    

    

1.01.01.01.0    

1.01.01.01.0    

    

2.2.2.2.5555    

1.01.01.01.0    

    

1.01.01.01.0    

(2.0)(2.0)(2.0)(2.0)    

    

    

合計合計合計合計    

時間時間時間時間    

53.053.053.053.0    
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〇〇〇〇受講申込受講申込受講申込受講申込みみみみ        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．プログラムおよび講師は変更になることがありますのでご了承ください。 

２．６月１６日の週と６月２３日の週の実習先企業での実習日程は５月末日までに   

   実習先と調整の上、確定となります。それによって日程に調整が生じる可能性 

   がありますので、あらかじめご了承ください。 

１．申込方法 ： ＷＥＢ又はＦＡＸにてお申込みください 

２．募集人員 ： 10 名（申込順、実習企業受け入れの制約等により申し込が    

              10 名になり次第締切となります） 

３．申込締切 ： 2013 年 5 月 20 日（月）定員になり次第締め切ります。 

４．事前説明 ： 本会本部オフィスで行います。別途ご案内致します。 

５．受 講 料 ： 70,000 円（消費税含む） 

６．振 込 先 ： みずほ銀行麹町支店 

           口座名義 一般社団法人日本経営士会  普通預金 1614618 

 

受講申込受講申込受講申込受講申込みみみみ    

そのそのそのその他事項他事項他事項他事項    
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日本経営士会副会長  

経営士・中小企業診断士 

イング・コンサルタンシー代表 

総責任者。解決策仮設定、事業計画以下を  

担当し、診断ノウハウを提供。診断・コンサル

実施をサポート 

高橋 栄一 森田 喜芳 

経営士総合研究所運営委員、経営士  

モリタ＆アソシエーツ (U.S.A.) President & CEO 

主に営業全般、生産全般及び改善面をｻﾎﾟｰﾄ 

本講座運営全般にわたるプロジェクトリーダー 

石井 政夫 

経営士総合研究所運営委員、経営士 

株式会社 IMC（国際経営コンサルタント事務

所）代表取締役 

主にマクロ経済分析、経営マネジメント全般

をサポート 

石倉 憲治 

経営士総合研究所運営委員、経営士  

石倉 代表、日本経済大学非常勤講師 

主 に 財 務 分 析 ・ 診 断 、 人 事 教 育 労 務 面 を    

サポート 

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

  一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人日本経営士会日本経営士会日本経営士会日本経営士会        担当：田中洋子（メール office@keieisikai.com） 

    〒102-0084 東京都千代田区二番町 12-12  Ｂ．Ｄ．Ａ．二番町ビル５Ｆ 

           電話 : 03－3239－0691  ＦＡＸ : 03－3239－1831 

     ※参照  一般社団法人 日本経営士会 ホームページ一般社団法人日本経営士会 

講師講師講師講師、、、、サポートサポートサポートサポート・・・・指導者指導者指導者指導者    

青樹 道弘 

中小企業経営革新アドバイザー、経営士 

倒産を経験した元中小企業経営者 

株式会社ラポールＫＡＩＺＥＮ 代表取締役 

主に中小企業業務改善、企業再生をサポート 

五十嵐 雅郎 

日本経営士会 経営士 

元日本大学大学院教授 

株式会社湘南シニア総研 顧問 

主に経営全般をサポート 
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ＦＦＦＦ    

    

申込：平成２５年  月  日    

ふりがな  

氏 名 

 

 

 

生年月日 

 

西暦   年   月  日 

  

現住所 

〒 電話 

FAX 

E ﾒｰﾙ 

 

勤務先名 

 

 

 

現役職名 

 

 所在地 

〒 

 

 

電話 

FAX 

E ﾒｰﾙ 

 

最終学歴 

 

 

 

専攻学科 

 

保有資格 

 

 

 

 

    

≪≪≪≪業務経歴業務経歴業務経歴業務経歴≫≫≫≫    

            勤務先等勤務先等勤務先等勤務先等    担当業務内容担当業務内容担当業務内容担当業務内容    期期期期    間間間間    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

    

 

FAX No.   03－3239－1831 
一般社団法人日本経営士会  田中宛 

※※※※ホームページホームページホームページホームページからのおからのおからのおからのお申込申込申込申込みみみみはこちらからはこちらからはこちらからはこちらから        

経営力強化経営力強化経営力強化経営力強化コンサルタントコンサルタントコンサルタントコンサルタント養成講座養成講座養成講座養成講座第第第第１１１１回回回回    受講申込書受講申込書受講申込書受講申込書    

社団法人日本経営士会    

※上記個人情報は、本養成講座に関連することのみに使用させていただきます。 


