
今 必 要 な 仕 事 の 実 学 を 学 ぶ

2016 年  秋講座

単 科 講 座 と 総 合 講 座 の
ご 紹 介

A U T U M N



自分の為に、学ぼう。
１講座3,000円の「単科講座」。

講義とコンサルがセットになった「総合講座」。

現場の悩みを解決できる授業と仕組みです。

新入社員から経営者まで。
ステージに合わせた必修授業を用意。
各ステージで学ばなければいけない「仕事の基本」があります。

渋谷ビジネス教室では、各ステージで必要となる「マインドセット（心持ち）」と「スキル」を

厳選し体系的にカリキュラムをまとめました。

単科講座は１講座から受講いただけますので、ご興味ある講座をまずはお申込みください。

「相談会」を授業後に実施。
各講座の授業後に仕事のことを何でも質問できる「相談会」を開催します。

現場の悩みを共有させていただき、可能な限り解決策を共に見つけていく仕組みです。

授業に関すること以外でも結構です。

一緒に解決を目指していきましょう。

少人数制で低価格！
参加していただく皆様の声を聴く為に、少人数のクラス設定で講義を行います。

渋谷駅から徒歩5分の位置に、社会人がしっかり学ぶことができる教室をご用意しました。

また、企業様、個人様のご負担を極力抑える為、授業料を低価格に設定しております。

受講相談・研修相談を無料で行っています。
ビジネス教室の受講や活用のご相談はもちろんのこと、社内における人材育成、

組織作りに関しても無料相談をお受けしております。お気軽にご相談・ご連絡ください。

渋谷ビジネス教室 事務局メールアドレス　：　staff@business -class.jp

［ 階層毎の能力］

僕らに必要な52講座。
昇進する度に必要となる新しい知識、スキル、マインドセット。

それらを体系的にまとめ単科講座にしました。階層が上がる度に「総合力」が求められます。

弱いと思われる分野から是非学んでみてください。

※上記の講座を年間を通して実施していきます。3か月間で行う単科講座数は約20程度となります。

経営者
・経営分析
・経営戦略
・経営判断
・社風作り

部長
・経営意識
・戦略作り
・社内調整
・課長育成

課長
・組織目標達成
・実行管理
・戦術作り
・組織作り

係長
・個人目標達成
・リーダー意識
・部下育成

主任
・見本意識
・実務能力
・チームワーク

新入社員
・働く意義
・仕事の基本

中堅社員の心得
「主任・係長の仕事」
「28歳の壁」
「昇進の意義と準備」

チーム作りと他者理解
「信頼と信用を得る技術」
「人を動かす技術」
「後輩の指導法」
「自己分析からはじめよう」
「音楽から学ぶ～心の成長～」

中堅社員の実務知識
「営業の基本」
「魔法のプレゼン」
「コンサル営業の極意」
「仕事で使うデザイン入門」
「ビジネス文書の作り方」
「マーケティング実践練習」
「プロジェクト管理基礎」
「企画業務の基礎」
「業務改善の基礎」
「小さなチームの作り方」
「Excel の仕事活用」
「決算書の見方～超入門編～」
「法務・危機管理の基礎」

管理職の心得
「はじめての管理職」
「リーダーシップとマネージメント」
「40歳からの仕事」

組織運営
「小さな組織の作り方」
「戦略から組織を作る」
「組織の定義と編成」
「人材育成の技術」
「部下を動かす管理と評価」
「ビジョン作りと浸透の基礎」
「異文化理解」

管理職の実務知識
「部長の仕事」
「課長の仕事」
「経済の基礎」
「事業作りの発想」

経営者の心得
「会社成長と経営変化」
「飛躍するワンマン経営」
「社長を支えるNo2の仕事」
「成功者のリスク」
「囲碁で学ぶ戦略」

経営者の実務知識
「20人からの会社経営」
「100人からの会社経営」
「500人からの会社経営」
「戦略と組織の作り方」
「子会社経営の基本」
「経営と会計」
「投資判断の基礎」

総合講座
「ベンチャー経営」
「管理職総合」
「営業参謀」
「事業企画参謀」
「組織参謀」
「マーケティング基礎」
「中堅社員総合」

起業塾
「起業塾 (1) 企画編」
「起業塾 (2) 実行編」
「起業塾 (3) 成長編」

社会人の心得
「社会と会社の歩き方」
「組織で働く基礎」



2016年 秋講座

毎週月曜、水曜　19：30～ 21：30

［定員］12名  ［受講料］1講座 3,000円（税込）

単科講座
【 講 座 詳 細 】 http://business-class.jp

すべてのお申込み・お問合せは WEB サイトからお願いいたします。

一般社員向け講座（水曜日）

管理職になっても、まだまだプレイヤーとして忙殺されている方

が大変多くいらっしゃいます。本来、管理職はチームの生産性を高

めるもの。プレイヤーのままでは組織のレベルアップは見込めま

せん。本講座では管理職業務の基礎と成長のステップを学びます。

開催日：10/7（金）、11/11（金）、12/9（金）

「プレイヤーから管理職へ」

【お試し無料講座】 管理職向け（金曜日）

社員数が20人を超えるあたりで最初の経営改革（組織運営の変更）が求められま

す。実際に20人程度の規模で立ち止まる企業は多くあり、その壁を乗り越える為

の考え方、手法、仕組みをまとめました。気になる方は是非ご参加ください。

11/21
（月） 「20人からの会社経営」

管理職にとって人材育成は必須のスキルですが、実務は教えられても、それ以外の指導が

できない方も多いのではないでしょうか？社会の仕組、精神面の改善、キャリアの積み方

等も上司が指導すべき内容であり、それを含めて教育的組織を作る基礎を学びます。

11/14
（月） 「人材育成の技術」

組織とは何なのか。どうすれば組織は動くのか。理想とする組織を作る為には

何をすべきなのか。日本人の特性を理解した上で「組織」の基礎を習得し、会社

の多くの問題が「組織作り」で解決することを学ぶ授業です。

10/31
（月） 「小さな組織の作り方」

企業理念・ビジョン・行動指針等、会社の方針を定める「ミッションステートメント」の

作り方と浸透方法を学びます。こうした言葉がお題目的になり、活用されない会社が多い

中、どのようにすれば事業成果に結びつくビジョンを作れるのか。ぜひ学んでください。

10/24
（月） 「ビジョン作りと浸透」

社長のタイプによって求められることは異なりますが、No.2 である取締役の仕事は組織運

営上、とても大切です。社長が行うことができない役割を担い、現場と会社をつなぐ使命を持

ちます。取締役が機能することで会社が発展した事例を含めて、取締役の仕事を解説します。

12/19
（月） 「社長を支えるNo.2 の仕事」

課長と部長の仕事は 180 度違います。課長は実行部隊の責任者であり、部長は現場と経

営をつなぐ、まさに参謀。企画と調整が主な仕事となります。両者の役目を正しく理解する

ことで、組織の設計が明確になります。上級管理職の基本的な業務を細かく解説します。

12/12
（月） 「課長と部長の仕事」

会社独自のノウハウを使って「コンサル事業」を立ち上げる手法を学びます。法人にとって

「コンサル事業」を既存ビジネスを発展させる入口として大いに活用できます。独自ノウハ

ウを利用して、いかに集客を図り、既存事業と連動させるかを共に考えていきましょう。

11/28
（月） 「コンサル事業の立上げ」

中小企業で給与制度を作り込むときの基本的な手順と考え方をお伝えします。給

与制度をうまく活用することで、社員の成長と行動を促すことができます。具体事

例を元に、様々な給与制度を学び、自社に最適な給与制度を考えてみてください。

10/17
（月） 「給与制度の作り方」

管理職・経営者向け講座（月曜日）

一般的に新事業や新商品の企画は難しいと思われていますが、代表的な発想法が

あります。それはアイデアの広げ方であり、素敵なコンセプトの見つけ方等です。

まだ発想法を学んだことのない方はぜひ一度、本講座に参加してみてください。

11/23
（水） 「事業開発の基礎」

商品アイデアからターゲットを決め、売り言葉を考え、アプローチ方法を検討する。そうし

たマーケティングの基礎を学ぶ講座です。マーケティングを体系的に学んだことのない方、

特に商品販売、商品企画、起業を目指す方には是非受けていただきたい講義です。

11/16
（水） 「マーケティング基礎」

特化した知識をベースに「コンサルタント」として収益を得る方法がお伝えします。

ノウハウの貯め方、ノウハウの表現方法、また収益の得方、営業方法、自分ブランドの

構築方法まで、コンサルタントとして食べて行く基本を学ぶ講座となります。

11/2
（水） 「コンサルタントになる方法」

20 代の後輩が入ってきたとき、先輩はどのように指導すべきなのか。その具

体事例とポイントを学ぶ講座です。実務の方法を教えることだけが指導では

なく、人としての成長を導ける先輩をめざしてください。

10/26
（水） 「後輩の指導法」

2017年最後の授業となります。2016年を振り返り、2017年に向けた目標設定を皆

で行っていきます。どうすれば来年、目標が達成できるのか？その考え方と実行法を共

有しましょう。また最終授業恒例の忘年会も授業後に行いますので、ぜひご参加を！

12/21
（水） 「恒例：年末PDCA講座」

全ての仕事の基本は「人を動かすこと」と言われています。商売ではお客様を動

かし、社内では上司や会社を動かします。人の心の理解、立場の理解、コミュニ

ケーション法、立ち居振る舞と多岐に渡る「人を動かす技術」を学んでいきます。

12/14
（水） 「人を動かす技術」

独立・起業を考えながらも、なかなかその一歩を踏み出せない方が多くいらっ

しゃいます。不安を払拭するのは知識と計画です。起業に向けて、しっかりと

事業のプランを組み立て、準備をすれば、堅実に会社を興すことは可能です。

11/30
（水） 「起業を考える」

仕事上、自分はどんな特性を持っているのか？心理学の有名な分析手法使い、自分

のことをしっかり理解し、必要な改善分野を見つけ出す講座です。良い部分は良い

部分として伸ばし、改善すべき点はまずは気づくことから始めましょう。

10/19
（水） 「自己分析から始めよう」

目標達成ができる営業マンとできない営業マン。どこに差があるのでしょう

か？できる営業マンの”行動”に着目し、その基本行動を学びます。また様々な

営業手法を学び、必要な能力を高めます。

10/12
（水） 「営業の基本」

はじめて後輩やチームを任される立場となる主任・係長。次の昇進をめざし、中堅社員

がすべき仕事をまとめます。チームで結果を出す為にはどうすべきか？チームをまとめ

るにはどうすべきか。中堅社員の心得と合わせ、現場リーダーの実学を学んでください。

10/10
（月） 「主任・係長の仕事」

働く意義、組織で仕事をする意味、信用を得る大切さ。社会人とし

て必須の心構えをしっかり理解し、青年期から大人期に向かう心

の成長を解説します。仕事を「自分事」にとらえ、自分らしく生きぬ

く為に20代、30代をどう過ごすのか、その秘訣をお伝えします。

開催日：10/5（水）、11/9（水）、12/7（水）

「社会と会社の歩き方」

【お試し無料講座】 若手社員向け（水曜日）

会社の拡大につれて、経営スタイルを変化させなければいけません

が、日々の忙しさが原因でなかなか変革が進まない状況ではないで

しょうか？企業の成長と経営の変革の「王道」をまずは理解し、ぜひ

自社に当てはめてみてください。進むべき方向性が見える講座です。

開催日：10/3（月）、 11/7（月）、 12/5（月）

「戦略と組織の作り方」

【お試し無料講座】 経営者向け（月曜日）まずは単科講座にお越しください。

2 時間 3,000 円のお得な講座。

経営者から新入社員向けまで幅広い

ラインナップでお待ちしております。

「お試し無料講座」も 3 種類に拡充。

お気軽にお申込みください！



講座とコンサルがセットになった

少人数限定講座！

1Day 総合講座＆コンサル（日曜日）

日程が合わず上記の「総合講座」にご参加いただけない場合、

法人様単位で個別対応の総合講座を開催することも可能です。

授業の日程・時間・内容・料金等、すべてご相談の上で調整いたしますので、お気軽にご相談ください。

法人向け個別「総合講座」、承ります！総 合 講 座
【 講 座 詳 細 】

1日 8時間の集中講座。 少人数開催で受講生の具体的な状況を

踏まえてコンサルティングを行いつつ、授業を進めます。

一日集中で一気にレベルを上げたい方は、ぜひ本コースを受講ください！

仕事の学習とは別で楽しみながら学ぶ「教養講座」を開講しています。

秋講座では「囲碁」と「書道」を行います。ご興味ありましたら、ぜひお気軽に

ご参加ください。どちらも初心者向け講座です。

1 日かけて実際の事業企画を検討していく講座です。既存事業をベースに、様々な基軸で新
しいビジネスを検討していきます。これから会社で新規事業を起こして行く方はぜひご参加
ください。

・ターゲット分析　　・商品展開検討　　・業界＆未来分析

・ベンチマーキング　・販売戦略検討　　・個別相談

10：00～19：00（昼食付）
37,800円 （税込）

10/9（日）

「中堅社員総合」  [3 名限定 ]
まだ管理職（課長）になっていない方を対象にした講座です。管理職になるまでに必ず現場で
学んでおくべきスキルと知識を確認していきます。また会社状況とご本人の特性によって
も、目指す管理職像が変わりますので、個別で相談していきます。

・実務能力の確認　・企画能力の向上　　　・調整能力の本質

・リーダーシップ　・昇進する準備と戦略　・個別相談

10：00～19：00（昼食付）
37,800円 （税込）

10/23（日）

「ベンチャー経営」  [3 名限定 ]
売上は上がっているが、経営は分からない。そうした社長様も多くいらっしゃいます。今更聞
くことができない「ベンチャー経営」の基礎を全範囲に渡って解説します。企業拡大の礎にな
る知識です。経営に携わる皆さんに受けて頂きたい講座です。

・成長と経営変革　・戦略と営業体制　・組織作りと管理

・人材育成と制度　・財務管理と調達　・個別相談

10：00～19：00（昼食付）
37,800円 （税込）

12/4（日）

実際に起業を目指す方を対象としたコースです。既にお持ちの事業アイデアを元にして、ど
うすれば収益が上がるか、会社が維持・拡大できるかを実際に検討していきます。実際の起
業準備やその後の会社運営の話もお伝えします。

・起業の本質　　・戦略の本質　　・事業企画書作成

・起業の準備　　・新会社運営　　・個別相談

10：00～19：00（昼食付）
37,800円 （税込）

12/25（日）

本講座は、「課長」の業務にフォーカスし、組織を動かし、結果を出せるチームリーダーを目指
す講座です。管理職としての基礎を学びつつ、現場での言動が組織と結果にどう影響するの
か、実感できる講座になっています。

・管理職業務の基礎　・戦略作りと伝え方　・強い組織作り

・人材育成スキル　　・自己分析と改善　　・個別相談  　

10：00～19：00（昼食付）
37,800円 （税込）

11/6（日）
「管理職総合」  [3 名限定 ]

「起業塾」  [3 名限定 ]

「新規事業作り基礎」  [3 名限定 ]
開催日：10/7、10/21、11/4、11/18、12/2、12/16

受講料：3,240円（サロン利用料のみ）

会　場：ダイヤモンド囲碁サロン（麹町）

囲碁で思考力を高めることを目的とした会を運営してい

ます。囲碁は古来より、各界のリーダーが嗜む教養であ

り、実際の囲碁でトレーニングできる発想力、俯瞰力、先

を読む力等は、経営に不可欠な思考です。

渋谷ビジネス教室の受講生を中心に皆、初心者ですので

ご興味ある方はぜひお気軽にご参加ください。

※本講座のみ会場が麹町となります。

「囲碁とビジネス思考の会」 
開催日：10/28、11/25

受講料：3,000円　＊道具は教室でご用意いたします。　

会　場：渋谷ビジネス教室

常に緊張と意識決定が必要とされる現代社会において

は、気を沈ませて集中できる環境とタイミングがとても

重要と言われています。「書道」はもっともその効果が高

く、心をリフレッシュする効果があると言われています。

中学校以来！と言われる方もいらっしゃいますが、大人

になってからの書道は本当に楽しいですよ。

ぜひご参加ください。

「書道教室」 

教養講座（金曜日）

組織コンサル養成講座（土曜日）

中小・零細企業にとって「組織」は大きな課題のひとつですが、それを

改善指導してくれる事業者が日本には圧倒的に不足しています。

「組織コンサル養成講座」では中小企業の組織作りを行うコンサルタ

ントとして、しっかり収入を得つつ、中小企業の実際に成長させる具

体的な手法をお伝えします。

1月14日（土）より 第三期開講！
1/14：  Day-1.  組織コンサルの仕事と営業法

1/21：  Day-2.  企業分析による組織戦略作り

1/28：  Day-3.  管理職の育成法

2/04：  Day-4.  20 代社員の戦力化

2/11：  Day-5.  中堅社員の育成法

2/18：  Day-6.  現場のマーケティングと事業開発

2/25：  Day-7.  最低限の財務経理と報酬制度

3/04：  Day-8.  コンサル＆講師スキル

※卒業後も受講生が集まり、お互いの仕事に協力し合う関係が出来ています。（組織コンサルの会）

■ 授業概要　

　　● 2017年 1月 14日（土）開講。

　　● 毎週土曜日16:00 ～ 20:00。全 8回。

　　● 定員 15名。受講料：162,000 円。

　　● 主な対象：

　　 ▶ 組織コンサルを職業として独立したい方
▶ 士業、保険営業マン、他分野のコンサルの方
　（組織コンサルの知識を現業に役立てたい方）

▶ 組織コンサルを自社の事業の一環として始めたい方
▶ 組織コンサルの知識を自社の経営に役立てたい方
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JR山手線、東京メトロ各線「渋谷駅」より徒歩5分。

渋谷駅地下道【出口13】からは明治通り沿いに徒歩１分。

【神宮前 6丁目交差点】横にある「U-natura」ビル 702号室

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-19-16-702

TEL .03 - 6712 - 5823 （迷われたらお電話ください。）

渋谷ビジネス教室 主任講師

駒谷　誠（こまや  まこと）

大学卒業後、総合商社日商岩井（現 : 双日 ) に入社。IT を活用した経営改革に従事し、その後、新規事業開発を担当。29 歳の

時、最年少取締役として戦略子会社を立上げ、成功に導く。その後、経営コンサルタントとして独立し 15 年間、様々な事業

の立上げと変革を行ってきた。専門は、事業経営、新規事業、マーケティング、IT 開発 , 組織作り、人材開発と多岐に渡る。

株式会社イニシャル代表取締役社長。

会場

お 申 込 み 先 http ://business-class.jp
すべてのお申込み・お問合せは WEBサイトからお願いいたします。


