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自分の為に、学ぼう。
１講座3,000円の「単科講座」。

短期間で集中的に専門知識が学べる「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」



2018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 】

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：10/5（金）、11/9（金）、12/7（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）

若手社員が自分の言うことを聞かない、上司が年下になった、最近なんだか会社に居づ

らくなってきた、モチベーションも体力も低下ぎみ・・・50代で迎えるターニングポ

イント。ここから、おじさん社員が自分らしく輝くためのヒントをお伝えします。 

11/19
（月） 「50代が輝く働き方」

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。

11/12
（月） 「課長と部長の仕事」

いくら稼いでも会社にお金が残らない。そんな思いの社長様が大変多くいらっしゃいます。

実はちょっとした対策で、社長の可処分所得を増やし、会社にお金を残すことが可能です。

知らないだけで損をしないようにしてください。ぜひ節税方法の基礎を学んでください。

10/29
（月） 「社長と会社の節税講座」

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 の仕事は組織運営上、とても

重要です。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。

No.2 が機能することで会社が発展した事例を含めて、No.2 の心得と実務を解説します。

10/22
（月） 「社長を支えるNo.2 の仕事」

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。

12/17
（月） 「ビジョン作りと浸透」

決算書は何となく知ってるけど、実際にどういう意味があるのか分からない。そうした方が

多くいらっしゃいます。今更聞けない「決算書」の基本を超入門編として解説します。また会

社を運営するとき、どんな数字を管理していけばいいのか。そのポイントもお伝えします。

12/10
（月） 「決算書の見方～超入門編」

中小企業が、ホームページやソーシャルメディアなどを活用して、より効率的・効果的に売上を向上させ

るための考え方、ウェブマーケティングの原理原則について、解説をいたします。ウェブの活用に関して、

何から手をつけてよいか分からない経営者様は、最初の一歩として、ぜひこの講座を受講して下さい。

11/26
（月） 「WEBマーケティングの基礎」

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。

10/15
（月） 「事業開発の基礎」

管理職・経営者向け講座（月曜日）

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。

11/21
（水） 「営業の基本」

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。

11/14
（水） 「自己分析から始めよう」

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
（水） 「組織を作る技術」

昔ながらのやり方を押し通す、仕事のスキルはあってもマネジメントができない、年下上司

の言うことを全然聞かない・・・ベテラン（おじさん）社員の扱いに関する悩みです。おじさ

ん社員の能力を活かすための心得やコミュニケーション方法、組織づくり等を解説します。

10/24
（水） 「50代・おじさん社員を活かすマネジメント」

囲碁は古来から組織のトップがたしなむひとつの教養とされています。それには理由

があり、勝負に勝つための「意思決定」が囲碁のシンプルなルールの中にあるからです。

ビジネスの現場でも役立つフレームワークをぜひ囲碁から学んでみましょう。

12/19
（水） 「「囲碁」で学ぶ戦略思考」

社会人経験を積み、ほぼ実務はマスターした 28 歳。しかし最も悩みが深くなる時期

とも言われています。自分を見つけ直し、今度の人生をどう決めていくのか。「28 歳

の壁」と言われるこの不安な時期を無事に乗り越えるヒントをお伝えします。

12/12
（水） 「28 歳の壁」

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。

11/28
（水） 「マーケティング基礎」

部下が一人でもできれば、人材育成は必須のスキルです。実務以外に社会の

仕組、精神面の改善、キャリアの積み方等も先輩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。

10/17
（水） 「人材育成の技術」

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。

10/10
（水） 「人を動かす技術」

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。

10/8
（月） 「20人からの会社経営」

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。

開催日：10/4（木）、11/8（木）、12/6（木）

「コンサルタントのなり方」

【お試し無料講座】 コンサル向け（木曜日）

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：10/3（水）、11/7（水）、12/5（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：10/1（月）、 11/5（月）、12/3（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4種類に拡充。お気軽にお申込みください！

渋谷
教室
中小企業
特化教室

【講師：駒谷】 【講師：野島】

【講師：加藤】

【講師：大軒】

【講師：駒谷】

【講師：駒谷】

【講師：駒谷】

【講師：大軒】

【講師：駒谷】

【講師：駒谷】 【講師：駒谷】

【講師：駒谷】

【講師：駒谷】

【講師：駒谷】

【講師：駒谷】

【講師：野島】

【講師：駒谷】

【講師：駒谷】



短期集中で専門知識を
総合的に学ぶ

総 合 講 座
【 講 座 詳 細 】 毎週火曜19：30～21：30  1講座 3,000円（税込）

単科講座 【 講 座 詳 細 】

日本橋
教室
個人事業主
特化教室

渋谷
教室
中小企業
特化教室

東京駅から徒歩4分。レンタルオフィス「TRIEL 東京」様の
スペースをお借りし、毎週火曜日にビジネス教室を開催しています。
どなたでも気軽にご参加いただける単科講座。
ビジネスに役立つ実学をぜひ学び に来てください！

北
口

ベルサール八重洲

東
京
駅

永 代 通 り

ヤマダ電機 丸善日本橋店

丹生ビル

「TRIEL 東京」  
http : // triel . jp / tokyo/　東京都中央区日本橋 2 丁目 1-17 丹生ビル 2 階

会場

どの分野でも独自のノウハウを作り上げ、それを武器にコンサルを行うこと

ができます。ノウハウの作り方、ノウハウを使った営業法、ノウハウを使った

継続法等、具体的にお伝えします。本物のコンサルタントになるための心得と

して、ぜひ学びに来てください。

法人向けコンサルになる方法～独自ノウハウの作り方～
10/2（火）
講師：駒谷

中小企業の社長にとって、自分は動かず部下を如何に動かすかが業績向上の

鍵であることは明白だが、自分自身が「できる人」である故、できない部下の指

導方法に悩んでいる。この講座で「今どきのリーダーとして必要なこと」を理

解し部下を行動させることで強い組織を一緒に作りましょう！

できるボスには強さは要らない！
～今どきのリーダーに必要な組織論を伝授します～

10/16（火）
講師：島田

組織力の違いは、会議に現れると言われています。この講座は、会議を活かし

た組織の動かし方、人材育成手法を学び、組織に一体感がない、指示通りに社

内が動かない、リーダーが育たない等の組織の悩みを解決に導きます。

組織力経営の為の会議術
10/23（火）
講師：波多野

事業を拡大するには人材の活用は必須です。従業員が、成長と定着しながら活

躍することが理想であるものの、それに対して課題が生じてしまうことも少

なくありません。そこで、従業員が成長して定着するため本当の「評価・賃金

制度」について分かりやすくお伝えします。

人材の採用・育成・定着で差がつく本当の「評価・賃金制度」とは
10/30（火）
講師：金川

世の中には様々なビジネス書がありますが、一つのジャンルとしてスポーツ関連のものも

多数あります。これらは強いチームを作り上げた手法がビジネスにも生かせるということ

を表しています。ここではどのようにして強い組織が作り上げられていくのか、そのため

には何が必要なのかをを学び、それをどのように生かしていくのかを考えていきます。

スポーツから考える強い組織の作り方
11/6（火）
講師：今中

「うちはブラック企業になり得ない」ブラック企業という概念には、個人も法

人も規模も関係ありません。ブラック企業予備軍にならないためにも、採用活

動を行う前に、採用・人に絡む法令のポイント、トレンドを押さえ、採用戦略

を考えましょう！

ブラック企業予備軍にならないための採用知識
11/13（火）
講師：中尾

皆さんの会社ではコミニケーションと言う言葉が飛びかっていませんか？「大事に

しよう」「なんでてきないの？」社内コミニケーションが会社の活性化に重要だと

知っているからです。でもこれが上手くいかない。そんな社内コミニケーションが

うまくいかない秘密そしてどのように構築すべきかの基礎を学んでいきます。

1の力を10にする社内コミニケーション構築 基礎講座
11/20（火）
講師：佐土原

玩具から学校教材まで「教育要素」を持った様々な商品開発について、事例を踏ま

えながら、抑えるべきポイントをお伝えする講座です。これから「教育」領域での

商品やサービスを開発したい！でもどうアプローチすればいいかわからない？

学校へ商品って売ることができるの？そんな疑問にお答えいたします！

「教育的」要素をもった商品の開発手法
11/27（火）
講師：高橋

成長の止まってしまった企業と成長の止まらない企業・・・。その違いをご存

知ですか？　企業活性度の新しい指標「従業員エンゲージメント」に圧倒的な

差のあることが判ってきました。成長し続けたい中小企業経営者は必修です！

中小企業に特化した「従業員エンゲージメント」獲得の秘策を伝授します。

「従業員エンゲージメント」の創り方が組織を驚くほど変える
12/4（火）
講師：肥後

中小企業経営者の悩みのうち、代表的なものの１つが、「自社の経営幹部が『弱い』」というもの。なるほど

一流企業のそれと異なり、経営者感覚を持った感覚を持った幹部は中小企業においては極めて少なく、会

社の成長の機会損失を生んでいます。幹部に対する「キョウイク」のキモは、「教える」ことではなく、「強く

する」ことです。本講座では、幹部の「強育」についてのツボやコツ、そしてタブーに至るまでお話します。

会社を強くしたい社長のための幹部「強育」最前線
12/18（火）
講師：赤羽

Day-1  「組織力経営の実例の解説」

Day-2  「組織戦略の描き方」

Day-3  「管理職陣の強化」

Day-4  「ビジョンと経営体制の構築」

「組織力経営の実践講座 4Days」  [ 経営者向け ]
組織の力で順調に成長している企業

があります。事業戦略に基づいた組

織を作り上げ、実行力が高く、人も

育っていく組織です。そうした「組織

力経営」の威力を理解し、実現方法を

学ぶ講座です。組織に問題を抱える

社長・経営者様に聞いていただきた

い講座です。

組織力を活かした経営を学ぶ！
3時間× 4日間（17:00 ～ 20 : 00）
受講料：108,000 円（税込）

Day-1  「講師力概論～話す力～」

Day-2  「カリキュラム制作の実践」

Day-3  「実践トレーニング1」

Day-4  「個性を伸ばすパフォーマンス研究」

Day-5  「実践トレーニング2」

Day-6  「最終試験とまとめ」

「講師力トレーニング講座 6Days」 
組織コンサル養成講座の卒業生を主

な対象とした講師力アップの総合講

座です。実際に自分のカリキュラム

を完成させ、その講義パフォーマン

スを含め、仕上げていきます。

宿題や実践練習もあり、効果的なト

レーニング講座としています。

教材開発から講師パフォーマンスまで！
3時間×6日間（12 : 00 ～ 15 : 00）
受講料：64,800 円（税込）

Day-1  組織コンサルの仕事と営業法

Day-2  組織戦略と組織作り

Day-3  管理職の育成法

Day-4  20 代社員の戦力化

Day-5  中堅社員の育成法

Day-6  マーケティングと事業開発

Day-7  報酬制度とビジョン作り

Day-8  経営チーム育成とコンサルスキル

「組織コンサル養成講座 8Days」  [ コンサル独立を目指す方／組織作りを学びたい方 ]
中小企業・零細にとって組織は大

きな悩み。それを改善指導する「組

織コンサル」を養成する講座です。

組織コンサルの営業法から具体的

なコンサル手法、社員の育成方法な

ど、中小企業を活性化する具体的手

法をお伝えする実践講座です。

コンサル独立するなら、これ！
4時間× 8日間（16 : 00 ～ 20 : 00）
受講料：162,000 円（税込）

1/12～3/2
毎週土曜 全8回

第 11期

4/6～6/1
毎週土曜 全8回

第 12期

Day-1  「まずは儲ける！」

Day-2  「リーダーの振る舞い！」

Day-3  「部下を動かす！」

Day-4  「会社を動かす！

売上を上げなければいけない管理職

の実践講座です。まずは商売の基礎を

「マーケティングと事業開発」の観点

から学び、その後、部下を動かす「マ

ネージメント」を学びます。現場の即

した話のみ伝え、具体的な行動を促し

ていきます。商売の前線にいる現場

リーダーに受講して欲しい講座です。

結果を作り出す管理職育成！
3時間×4日間（12 : 00 ～ 15 : 00）
受講料：108,000 円 ( 税込）

「管理職総合講座 4Days」  [ 管理職向け ]

10/21～11/11
毎週日曜日 全4回

10/21～11/11
毎週日曜日 全4回

10/13～11/17
毎週土曜日 全6回



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。

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。
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宮益坂下
交差点

出口13
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出口13a

出口 11
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宮下公園
交差点

神宮前
6丁目
交差点

神南郵便局前
交差点

神南1丁目
交差点

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　所在地

教養講座
渋谷ビジネス教室では仕事の実学とは別に教養講座も開催しています。

ビジネスマンに役立つ教養を楽しみながら学んでみませんか？

「囲碁とビジネス思考講座」
囲碁と通してビジネスの思考力を高める講座です。初心者中心に行っています。

開催日：10/25（木）、 11/29（木）




