
今 必 要 な 仕 事 の 実 学 を 学 ぶ

単 科 講 座 と 総 合 講 座 の
ご 紹 介

2020 年  冬講座

W I N T E R



まずは無料講座にお越しください。経営者向け、管理職向け、若手社員向け、コンサル志望

者向けと4つの講座があり、無料とは思えないほど濃い内容になっています。

各対象に合せて最重要の話だけを2時間にまとめました。

お試し気分で是非お越しください。

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：【講師：駒谷】1/6、2/3、3/2

「戦略と組織の作り方」

経営者向け（月曜日）

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。

「社会と会社の歩き方」

若手社員向け（水曜日）

特化した知識をベースに「コンサルタント」とし

て収益を得る方法をお伝えします。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：【講師：駒谷】1/9、2/6、3/5

「コンサルタントのなり方」

コンサル向け（木曜日）

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。

「プレイヤーから管理職へ」

管理職向け（金曜日）

2020年 冬講座

毎月第一週目　19：30～ 21：30

［定員］12名  ［受講料］無料

無 料 講 座
【 講 座 詳 細 】

開催日：【講師：駒谷】1/8、2/5、3/4

開催日：【講師：駒谷】1/10、2/7、3/6



2020年 冬講座

毎週月曜、水曜、金曜　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 】

1/20
（月） 「事業開発の基礎」 【講師：駒谷】

管理職・経営者向け講

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。

1/22
（水） 「人材育成の技術」 【講師：駒谷】

一般社員向け講座

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。

1/24
（金） 「子会社のマネジメント」【講師：駒谷】

実践スキル講座

本社と子会社はそもそも違う存在です。親会社からの出向者がい
る子会社を題材に、子会社をどのようにマネジメントすべきか、
お伝えする講座です。出向者の皆さんが子会社社員との軋轢を生
まない為に、是非とも聞いて頂きたい内容です。

1/27
（月） 「課長と部長の仕事」 【講師：駒谷】

管理職・経営者向け講

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。

1/29
（水） 「人を動かす技術」 【講師：駒谷】

一般社員向け講座

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、立ち居振る舞いと
多岐に渡る「人を動かす技術」を学んでいきます。

1/31
（金） 「講師力の強化」 【講師：駒谷】

実践スキル講座

社内や外部で講師をされる方、講義を行う基本スキルがあるのをご存
じですか？カリキュラム作成から当日までの準備、講義パフォーマン
スまで。目的に準じた講師のスキルを具体事例を含めて伝えていく講
座です。講座講師を目指す方もぜひご参加ください。

2/10
（月） 「経営思考を学ぶ囲碁講座」【講師：駒谷】

管理職・経営者向け講

経営者の皆さん、囲碁をぜひ学んでください。囲碁は経営に対す
る教えや気づきを常に与えてくれます。古来から武将や政治家
が囲碁を打つのは、その為です。未経験者からすでに打てる方ま
で、皆さんが楽しく学べる講座です。

2/12
（水） 「マーケティング基礎」【講師：駒谷】

一般社員向け講座

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。

2/14
（金） 「組織設計の基本」 【講師：駒谷】

実践スキル講座

組織作りを始める時、一番始めに行うのが「組織設計」です。事業
の内容を理解した上で、どのような組織を理想とし、どのような
手順で作り上げるか、それを設計していきます。具体事例を踏ま
えながら、組織設計の基本を学ぶ講座です。

2/17
（月） 「会社を支えるNo.2の仕事」【講師：駒谷】

管理職・経営者向け講

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。

2/19
（水） 「法人営業の基礎」 【講師：駒谷】

一般社員向け講座

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。

2/21
（金） 「仕事で使うデザイン入門」【講師：駒谷】

実践スキル講座

デザイナーを雇うほどでもないが、多少でもデザイン力が必要
と思う場面が仕事上よくあります。そうしたデザイン制作はセ
ンスの話ではなく、知識でカバーできます。デザインの一般知識
を学び、効果が出る制作物を作る基礎を身につけます。

2/24
（月・祝）「50代を活性化する組織作り」【講師：駒谷】

管理職・経営者向け講

経験もノウハウも豊富な 50 代。でも少し疲れてきた 50 代。大企業・
中堅企業では大きな課題になっています。そんな 50 代をどのように
活性化すればいいのか。本人へのアプローチも重要ですが、会社をあげ
て戦略と体制を作ることも大切。その手法と考え方を伝えます。

2/26
（水） 「商品開発ワークショップ」【講師：駒谷】

一般社員向け講座

「技術はある」「商品（物）はある」でも売れない。よくある話です
が、”商品化”されていないことが原因と言われます。商品化とは
「ターゲットを定め、購入する理由を明確にし、それを伝えてい
くこと」。慣れが必要ですので、ワークショップ型で学びます。

2/28
（金） 「小さな組織を作る技術」【講師：駒谷】

実践スキル講座

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。

3/9
（月） 「問題社員の研究」 【講師：駒谷】

管理職・経営者向け講

経営者と管理職にとって、悩みの種となる「問題社員」。なぜそ
うした問題行動を起こすのか、その心理状況・思考癖を理解
しなければ正しい指導も行えません。様々なタイプを事例に
皆さんと一緒に考える講座です。

3/11
（水） 「決算書って何？～基礎の基礎～」【講師：大軒】

一般社員向け講座

決算書という言葉は知っているけれど、実際にどう作られ、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。

3/13
（金） 「中小企業の報酬制度」【講師：駒谷】

実践スキル講座

中小企業にとって報酬制度は大きな悩みであり、うまく活用
できている会社は大変少ないです。事業に合わせた報酬制度
の作り方と導入手法に関して、包括的に学ぶ講座です。

3/16
（月） 「社長と会社の節税講座」【講師：大軒】

管理職・経営者向け講

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。

3/18
（水） 「28歳の壁」 【講師：駒谷】

一般社員向け講座

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です。自分を見つめ直し、今後の人生を
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。

3/20
（金・祝）「企業買収後の組織作り」【講師：駒谷】

実践スキル講座

M&A やファンドから出資を仰いだ後、必ず問題になるのが”組織”で
す。しっかりと方向性を示し、社員の意識を高めるには、事業戦略を
かみ砕いた”翻訳”が必要となります。組織コンサルが培った組織作
りのノウハウからどのようなアプローチが必要か、解説します。

3/23
（月） 「社長の仕事」 【講師：駒谷】

管理職・経営者向け講

社長の仕事は実に多岐に渡りますが、社長自身が正確に把握
できていないケースが多々あります。まずは基本を理解し、そ
の上で自身の仕事を考える講座です。経営者を対象とした講
座となります。

3/25
（水） 「自己分析から始めよう」【講師：駒谷】

一般社員向け講座

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
な分析手法を使い、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。

3/27
（金） 「WEBマーケティングの極意」【講師：加藤】

実践スキル講座

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。ウェブ活用で
事業拡大を図りたい経営者様は、まずこの講座を受講して下さい。

2時間 3,000円のお得な単科講座。経営者から新入社員向けまで幅広い講座を

ラインナップしています。気になる講座がありましたら、お気軽にご参加ください。

（受講料は教室での現金払いとなります。）



短期集中で専門知識を
総合的に学ぶ

総 合 講 座
【 講 座 詳 細 】

「一気に学ぶ囲碁講座 10Days」
[ 経営の思考力・意思決定力を身に着けたい方向け ] 

古来から多くのリーダーが囲碁

を学んできました。それは戦略

思考を学ぶのに最高のゲームだ

からです。

勝つための思考と心のコント

ロールを囲碁で学んでください。

本コースは忙しいビジネスマン

の為に、10 日間で一気に 19 路

盤（プロと同じ盤）でしっかり打

てるレベルまで引き上げるカリ

キュラムになっています。

経営者の必須科目。
囲碁で戦略思考を習得する！
2.5時間×10日間（9：30～12：00）

受講料：49,500 円（税込）

開催条件：受講生2名以上

「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・零細企業にとって組

織は大きな悩み。退職者が続く、

管理職が機能しない、現場の意

識が弱い等自社の状況に不満を

持つ経営者様がお本当にたくさ

んいらっしゃいます。

組織コンサルはそうした状況を

改善する専門のコンサルタン

ト。本講座では、組織作りの手法

から会社を変革するコンサルス

キルまで具体的に体系的にお伝

えするプロ向け講座です。

独立したコンサルを目指すか方

にも、お勧めです！

組織作りとコンサル手法を本気で学ぶ！
4時間×8日間（16：00～20：00）

受講料：165,000円（税込）

開催条件：受講生2名以上

1/11 ～3/21
（2/15は休講）

毎週土曜 連続 10 回

4/4 ～5/30
（5/2は GWでお休み）

毎週土曜 連続 8 回

第 16期

1/11 ～ 2/29
毎週土曜 連続 8 回

第 15期

詳細：http://business-class.jp/dl/2020/soshiki_15th.pdf

詳細：http://business-class.jp/dl/2020/2001_igo_school.pdf

Day-1 石を取るテクニック

Day-2 囲碁ルール完全マスター

Day-3 19 路盤で勝負！

Day-4 布石と接近戦の急所

Day-5 敵陣の荒らし方１

Day-6 基本定石を学ぶ

Day-7 石の攻め方

Day-8 敵陣の荒らし方２

Day-9 教室内リーグ戦

Day-10 総まとめ

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

【講師：駒谷】

【講師：井桁】

総合講座は社内研修として提供しています。

研修内容は会社毎の実情に合わせてアレンジいたしますのでご相談ください。

Day-1：経営の仕事
Day-2：No.2の心得と実務
Day-3：管理業務と組織作り

「上級管理職研修3Days」 1月開講

5時間×3日間（9：00～ 15：00）昼休憩あり
開催日：1/14、 1/21、 1/28 （毎週火曜日連続３回）
受講料：198,000 円（税込）　開催条件：受講生2名以上

社長を支え、事業部を動かす役員、部長が”経営”を学ぶ3日間。経営意識を強く持ち、社長の右腕を育てます。

【講師：駒谷】

Day-1：組織力経営の基礎知識
Day-2：組織設計の具体的手法と効果
Day-3：教育体制づくりと報酬制度

「組織設計研修 3Days」 2月開講

5時間×3日間（9：00～ 15：00）昼休憩あり
開催日：2/14、 2/21、 2/28 （毎週金曜日 連続３回）
受講料：198,000 円（税込）　開催条件：受講生2名以上

事業に合わせ、儲けるための組織作り手法を学ぶ3日間。一貫性を持った組織作りのポイントと実績をお伝えします。

【講師：駒谷】

Day-1：当たる商売の発想法
Day-2：商売の種を事業化する
Day-3：事業化後の運営

「事業開発者研修 3Days」 3月開講

5時間×3日間（9：00～ 15：00）昼休憩あり
開催日：3/6、 3/13、 3/27 （毎週火曜日連続３回）
受講料：198,000 円（税込）　開催条件：受講生2名以上

新規事業、ベンチャー立ち上げ等、ビジネス構築の基礎を学ぶ3日間。具体的は発想法および事業検討のワークショップも行います。

【講師：駒谷】

Day-1：管理職の基本業務
Day-2：意思決定と部下を動かす技術
Day-3：部下理解と育成力向上

「一般管理職研修 3Days」 4月開講

5時間×3日間（9：00～ 15：00）昼休憩あり
開催日：4/3、 4/10、 4/17 （毎週金曜日 連続３回）
受講料：165,000 円（税込）　開催条件：受講生2名以上

課長職の基本業務から心得、意思決定法を徹底的に学び3日間。マネージャーの存在の重要性から自己変革を迫る講座です。

【講師：駒谷】

Day-1：社長の仕事と人間力
Day-2：事業設計とビジョン作り
Day-3：社長の実務力強化

「社長の実務研修 3Days」 5月開講　

5時間×3日間（9：00～ 15：00）昼休憩あり
開催日：5/15、 5/22、 5/29 （毎週金曜日 連続３回）
受講料：220,000 円（税込）　開催条件：受講生2名以上

課長職の基本業務から心得、意思決定法を徹底的に学び3日間。マネージャーの存在の重要性から自己変革を迫る講座です。

【講師：駒谷】

Day-1：事業戦略と組織戦略
Day-2：業務定義と各種ルール作り
Day-3：人心把握と文化づくり

「PMI 実務者研修 3Days」 6月開講

5時間×3日間（9：00～ 15：00）昼休憩あり
開催日：6/12、 6/19、 6/26 （毎週火曜日連続３回）
受講料：220,000 円（税込）　開催条件：受講生2名以上

企業の合併後の統合プロセスを総合的に学ぶ3日間。経営戦略の統合から、業務、システム、組織、文化の統合を学びます。

【講師：駒谷】



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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渋谷中学
高等学校

渋谷消防署

PARCO
パート 1

渋谷郵便局

渋谷警察署

宮益坂下
交差点

出口13

109

cocoti

出口13a

出口 11
出口10

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


