
【開講式】

第36期経営後継者研修の開講式が行われ、全
国各地から25名の精鋭が集まりました。

過去の経営後継者研修（第36期生）の様子です。

10か月間の研修風景

平成27年10月1日

これから10ヶ月間、悔いのない
研修生活を送ってください

【開講記念講演】

第６期卒業生でもある株式会社生活の木 代表
取締役C.E.O 重永忠講師が「新しい時代を創
る経営後継者へ贈るメッセージ」と題して講演
を行いました。父の会社を継ぎながらも、アロ
マテラピーという新しい分野を開拓した自らの
経験をもとに、ポジティブに考え、学び、「後
継創業者」を意識してほしいというアドバイス
をくださいました。

熱いエールを送っていただきま
した

平成27年10月1日
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【派遣元企業合同研修会】

前日に引き続き、派遣元の企業の方にもご参加
いただき、後継者の心構えについて学ぶ講義が
行われました。講師は、後継者教育の第一人者
である株式会社国際後継者フォーラム 代表取
締役 二条彪講師です。ご自身の経験をもとに、
事業承継を成功させるために継ぐ側と継がせる
側がすべきことを具体的に紹介くださいました。

10か月間の研修風景

平成27年10月２日

親子が違うグループに入り、楽
しく議論しました

【チームビルディング】

今日は、午前中に研修のオリエンテーションを
行い、午後からはチームビルディングの研修を
行いました。10ヶ月にわたる長期研修をサ
ポートしていく事務局メンバーの紹介、受講生
同士の自己紹介を行った後は、共に学んでいく
チーム作りのために、頭と体を使った演習に取
り組みました。

平成27年10月7日

構造物の高さを競いました

【目標とグランドルールの設定】

昨日から研修の目標とルールを設定する作業に
取り組んでいます。株式会社Matsukatsu 代
表取締役 松岡克政講師からマインドマップに
よる思考法を学びながら作業を進め、最後に全
員の前で宣誓を行いました。

平成27年10月9日

初の自治会で第36期経営後継者
研修のグランドルールを設定し
ます
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【補講―パソコン研修】

自社分析やゼミナールの授業などでは、
Excel・Word・PowerPointを使ったレポート
を作成します。そこで、講義の後の補講として、
パソコンの研修も行っています。今日は3回シ
リーズの第1回目で、PowerPointの講義を行い
ました。

10か月間の研修風景

平成27年10月13日

早速翌月の業務プロセス分析実
習報告書で使うため、ほぼ全員
が参加しました

今日は株式会社ロックシステムの澤さん（第
34期卒業生）と澤社長がお越しになりました。
第34期卒業生である澤さんが、研修中や研修
後のご自身の様子を語ってくださいました。ま
た、澤社長より、派遣元企業代表者（自社の経
営者）がどのような思いで後継者を研修に参加
させているのかをご自身の経験を元にお話し頂
きました。現役生にとって、とても有益な時間
となりました。後半の質疑応答では、「従業員
との壁をなくすには」といった後継者ならでは
の悩みも出され、とても盛り上がった会となり
ました。

平成27年10月16日

同じ立場を共有する者同士の共
感がうまれました

【中小企業経営における外部環境とその分析手
法】

昨日と今日は、矢野経済研究所の大仲均講師か
ら、外部環境分析について学んでいます。経営
における意思決定では、自社の属する業界動向
について、いかに有益な情報を得られるかが重
要な要素となります。そこで、市場調査のプロ
から、分析のフレームワークや情報の集め方等
を丁寧に解説していただきました。

平成27年10月19日

外部環境情報を読み解く力は、
経営者に必須の能力です 3



【論理的思考法】

経営者が身に付けておきたい能力を養う講義の
第１日目です。今日は仕事を効率的に行う上で
も、相手にわかりやすく話を伝えるためにも重
要な要素となる、論理的思考を学びます。スキ
ルの習得にはトレーニングが第一！ということ
で、様々な演習に取り組みました。

10か月間の研修風景

平成27年10月22日

写真は、２日目の【問題解決技
法】のロジックツリーです

【ゼミナール】

今日からゼミナールが始まりました。役員、ゼ
ミ内のルール決めのあと、メンバー全員で取り
組む「専門研究」のために購入する書籍の選定
などを行いました。

平成27年10月26日

ゼミの運営方針について話し合
います

【ビジネスシミュレーション】

今日から３日間、５つのグループ（企業）にわ
かかれて製造業の経営を疑似体験するゲームに
取り組みます。「社長」「資材」「営業」など
の役職にわかれ、計画を立てたうえで、調達か
ら製造、販売までを実際に行います。初日の収
支はというと、何とか黒字を達成した企業が１
社！他の企業には、明日以降の巻き返しを期待
します。

平成27年10月28日

効率の良い製造に向けて、製造
方法を検討中！ 4



【10月月次振り返り会】

早いもので研修が１ヶ月を経過します。経営後
継者研修では、研修のＰＤＣＡを回すために、
月末に振り返り会を行います。自身の１ヶ月間
の学びを振り返るとともに、来月の目標を定め
ました。残り９ヶ月、頑張りましょう。

10か月間の研修風景

平成27年10月28日

メンバーに振り返りの内容を報
告中

【製造業の経営環境と業務プロセスの実際（現
地講義）】

来週からはじまる業務プロセス分析実習での現
場感覚を養うために、埼玉県の秩父にある板金
加工業の会社を訪問させていただきました。朝
早く大型バスで東京校を出発しました。現地で
は企業の方々から丁寧な説明を受け、とても密
度の濃い時間を過ごしました。

平成27年11月2日

製造業以外の方にとっては、子
供の頃の社会科見学以来の工場
見学です

【自社分析の成果発表（自社沿革・経営理念分
析）】

経営後継者研修の特長の１つである自社分析は、
８分野に渡って行われます。今日はその１つ目
の「自社沿革・経営理念分析」の成果発表会が
行われました。

平成27年11月6日

研修序盤の発表会では、まだま
だ緊張感がただよいます 5



【業務プロセス分析実習 初日】

初日の今日は、まず企業を訪問させていただき
ました。今回の舞台は、第35期を卒業したば
かりの日邦工業株式会社さんです。はじめに工
場を工程順にまわり、業務の流れをイメージし
ています。

10か月間の研修風景

平成27年11月9日

従業員の方が丁寧に案内してく
れました

【業務プロセス分析実習 初日】

続いて、各部門（班）に分かれて業務内容のヒ
アリングを行いました。

平成27年11月9日

グループに分かれて、同時並行
でヒアリングを行っています

【業務プロセス分析実習 ３日目】

３日目からはホテルで終日作業を行います。ヒ
アリングした内容をフローチャートに落とし込
みながら、課題を抽出していきます。

平成27年11月11日

定期的に班長会議を開催し、各
班の進捗を確認します 6



【業務プロセス分析実習 最終日】

最終日の今日は、再度企業に出向き、完成した
報告書を皆様の前で発表しました。多忙な業務
の中、時間と場所を提供してくださった企業の
方々に、少しでも役立つ提案ができるよう、最
後まで頑張りました。

10か月間の研修風景

平成27年11月13日

受入企業の方にとって、価値あ
る成果報告になるよう頑張りま
した！

【決算書の仕組み】

経営後継者研修では、自社の財政状態や経営成
績をしっかり把握でき、財務の裏付けのある緻
密な将来計画を立てられる経営者になってもら
うために、財務をみっちり学びます。まずは、
決算書（財務諸表）の全体像を２日間使って理
解します。来週以降は、簿記の仕組みについて
の基本を押さえたのち、財務分析手法と改善の
ポイント等、経営者として身につけておきたい
知識を学びます。

平成27年11月24日

今日は講義と個人作業が続きま
す

【経営戦略・マーケティング概論】

経営戦略とマーケティングは奥が深く、経営後
継者研修でも、何名もの先生から様々な切り口
で学んでいきます。しかし、まず大枠を掴むこ
とで理解が深まります。そこで、今日から２日
間は、経営戦略とマーケティングの概論を学び
ます。

平成27年11月26日

講義中心のカリキュラムが続き
ます 7



【ゼミナール―自社業界・業務プロセス分析
フォロー】

実習の経験をふまえ、現在、講義と講義時間外
の実習時間も使って、自社の業務プロセスを分
析中です。今日はゼミナールの授業で、その
フォローを行っていきます。

10か月間の研修風景

平成27年12月2日

仲間の意見も参考になります

【ファシリテーション】

今日は、後継者として身に付けたいスキルの１
つである「ファシリテーション」について学ぶ
研修の初日です。ポイントと基本スキルを、第
一人者である日本ファシリテーション協会フェ
ローの堀公俊講師から直接伝授していただきま
した。

平成27年12月15日

相手は意外と話を聴いていませ
ん、伝えたつもりってよくあり
ます

【経営戦略策定プロセス演習】

先週より、事例を使って経営戦略を策定するプ
ロセスを体感していく演習を行っています。今
日の事例は年商５億円強の雑貨卸小売業です。
業歴40年弱の同社を３代目経営者として任さ
れた、という設定でドメインの再設定から順番
に戦略の策定に取り組みました。

平成27年12月21日

グループでディスカッションし
ながら戦略を立案中です 8



【効果測定―経営戦略・財務】

今日は、これまでの研修成果を測るための第一
回目の効果測定が行われました。問題が配られ
ると、みなさん、真剣な様子で取り組んでいま
した。

10か月間の研修風景

平成27年12月22日午前

久しぶりのテストにちょっとド
キドキ

【12月月次振り返り会】

今年も残りわずかとなりました。今日は講義終
了後に月次の振り返り会を行いました。この後、
年末年始のお休みが控えていますので、冬休み
中の心構えについてのお話もありました。

さらに、希望者には、効果的な読書法の講義も
行いました。

平成27年12月22日午後

ビジネスパーソンにとって、読
書の習慣は欠かせません

【自社経営戦略策定プロセス】

今日は、年明け最初の講義です。自社分析の１
分野である「自社経営戦略・マーケティング分
析」に繋がる基本の講義となります。経営戦略
は自身の経営の土台となる部分ですので、しっ
かり学んで本質を理解し、自分のものにしなけ
ればなりません。

平成28年1月5日

地元に戻ってリフレッシュして
講義に臨んでいます 9



【ゼミナール―専門研究（１）】

ゼミナールでは、自社分析のフォローや卒業論
文の執筆に加えて、メンバー全員でテーマを選
んで取り組む「専門研究」も行います。今日は
その初日です。まずは、各自情報収集に取り組
みました。

10か月間の研修風景

平成28年1月7日

小林ゼミでは、目標設定とモチ
ベーションを研究対象に選びま
した

【ゼミナール―自社決算書・財務分析フォ
ロー】

ゼミナールが続きます。今日は、自社分析の
フォローです。昨日と打って変わって、講師の
個人指導の時間が長くなります。

平成28年1月8日

大島ゼミは、厳しくも熱い講義
に定評があります

【自社分析の成果発表（決算書・財務分析）】

今日は12月から取り組んできた自社の決算
書・財務分析の発表会です。そろそろプレゼン
テーションにも慣れてきましたので、今日は講
堂（200名収納可能な階段教室）を使って発表
会を開催しました。

平成28年1月15日

財務分析を通じて、現在の社長
である父の偉大さが再認識でき
ました
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【自社経営戦略・マーケティング分析（導入講
義・面談）】

今日から「経営戦略・マーケティング」の自社
分析が始まります。初日の今日は、導入の講義
と講師と一対一の面談が行われました。

10か月間の研修風景

平成28年1月18日

面談では、講師に自社で調査す
べきポイントをレクチャーして
もらいます

【人的資源管理概論―組織原則】

今日から２日間、『ヒト』という最も重要な経
営資源を有効に活用するための管理活動につい
て学んでいきます。初日の今日は、人と組織の
原則について、ゲームやディスカッションを取
り入れながら、理解を深めていきました。

平成28年1月26日

トップとミドルの役割について
意見を出し合っています

【人的資源管理概論―組織の中の人間行動とモ
チベーション】

今日は、感情を持つ人という資源を、どのよう
に動機づけるのか、そして能力を発揮できる状
況を作っていくのか、ということを学びました。
組織づくりは、企業の戦略と連動していかなけ
ればならないもので、唯一絶対の形はありませ
ん。社内に作られたプロジェクトチームが機能
しない、という事例を通じて、役割と権限の重
要性、組織に必要な要素等について考えていき
ました。

平成28年1月27日

事例の登場人物になったつもり
で話し合います 11



【中小企業経営と法務（１）―人事・労務関
連】

経営後継者研修では、経営に必要な法律知識も
学びます。今日は、特定社会保険労務士の第一
経理 加藤深雪講師から、特に重要な労働法に
ついて講義を受けました。

10か月間の研修風景

平成28年2月1日

難しい法律も事例研究を繰り返
すことで理解が深まります

【企業経営と人事制度、人事制度設計手法】

人は一生のうちの多くの時間を職場で過ごしま
す。その従業員の貴重な時を有意義なものにす
ることも、経営者の務めです。今日は、研修の
重要な分野の１つである人的資源管理の初日で
す。社員が働き甲斐を感じられるような職場づ
くり、そして人が育ち会社も育つような人事制
度づくりの基本を学びました。

平成28年2月3日

今日は実務に近い講義内容です

【中小企業の人材活用の実際（事例企業研
究）】

今日は、人事制度の実践編として、医療法人社
団明正会の近藤理事長をお招きしてお話を伺い
ました。離職率が高いと言われる医療・福祉の
現場を、見事にまとめあげている成功の秘訣を
披露していただきました。やはり理念・指針・
目標を具体的に提示すること。そしてそれを浸
透させるために、徹底してコミュニケーション
をとることが重要、というお話には、業種・業
態が異なっても共通するものがあります。

平成28年2月5日

講師に対する質問が、とても上
手になりました！ 12



【自社分析の成果発表（経営戦略・マーケティ
ング分析）】

1月中旬から約１ヶ月間取り組んできた、経営
戦略・マーケティング分野の自社分析について
発表を行いました。講義で学んできた外部環境
分析の手法やバリューチェーン、３Ｃ、４Ｐな
どのフレームワークを用いて、様々な分析を
行っています。次第に奥行きのある報告書と
なってきているのが頼もしいですね。

10か月間の研修風景

平成28年2月10日

パワーポイントの腕も上がって
きましたね！

【在校生・卒業生合同研修会―基調講演】

JR浜松町駅近くの「アジュール竹芝」に場所を
移し、卒業生の皆様との合同研修会を行いまし
た。基調講演は、「株式会社こんの」社員の幸
せ向上担当＆代表取締役社長 紺野道昭講師に
ご登壇いただきました。紺野社長も後継者であ
り、承継当時の壮絶な苦労や断固たる取組みは、
参加者の共感を呼び、在校生・卒業生ともに勇
気づけられました。

平成28年2月19日

今年も100名を超える参加者が
集まりました

【在校生・卒業生合同研修会―グループディス
カッション】

11グループにわかれ、グループごとに設定さ
れたテーマについて議論を行いました。テーマ
は、「卒論についてのアドバイス」といった研
修に関するものから「良き伴侶をみつけるため
には」「社長との関係は」といったプライベー
トに関するものまで多岐にわたり、各グループ、
盛り上がった議論となっていました。

平成28年2月19日

現役生が緊張しながら司会進行
をつとめました 13



【在校生・卒業生合同研修会―意見交換会】

研修に続いて、OB会主催の意見交換会（立食
パーティー）が開催されました。司会進行は、
第32期卒業生の永井さんと鈴木さんがつとめ
てくださいました。閉会後には、同期等で集ま
り、二次会に繰り出す光景が見られました。現
役生のために全国からかけつけてくださった、
卒業生の皆様、本当にありがとうございました。

10か月間の研修風景

平成28年2月19日

会場が狭く感じられるほど熱気
あふれる会でした

【企業経営とリスクマネジメント】

今日から３日間、リスクマネジメントについて
学びます。講師は、BCPをテーマにした研修で
全国を回っている、株式会社フォーサイツコン
サルティング 代表取締役社長 浅野睦講師で
す。今日は、リスクの本質、リスクマネジメン
トの概念と具体的な手順などについて、ショー
ト演習をはさみながら、学んでいきました。

平成28年2月22日

難しいテーマでも事例を使って
わかりやすく講義してください
ました

【中小企業経営と情報化】【中小企業の情報化
の実際（事例企業研究）】

今日の午前は、情報を他社との差別化のために
戦略的に活用する方法について、株式会社イン
テックの平野尚也専務執行役員から講義を受け
ました。そして、午後からは、事例講師として、
木曽漆器を扱う株式会社本山漆器店 東京事務
所所長 本山司講師に加わっていただきました。
1990年代には国産OSを使って自社開発を進め
るなど、他社に先駆けてITの導入に取り組んで
きた同社が、2010年から始めた業務改善・改
革について学びました。

平成28年3月2日

本山さんは、ご自身も後継者の
立場にあります 14



【自社分析の成果発表（人的資源管理分析）】

今日は、講堂で自社の組織についての分析結果
を発表しました。自社分析の発表も5回目とな
り、発表姿にもたくましさを感じます。今回は、
実際に自社の社員に対してモラルサーベイを
行ってきた方も多く、普段なかなか知ることの
できない、社員の生の声を知る良い機会にも
なったようです。

10か月間の研修風景

平成28年3月9日

聴衆への目配り、笑顔など、だ
んだん余裕が出てきましたね

【利益計画の作成方法とその運用（自社演
習）】

財務はこの先、資金計画の作成という難しい部
分に突入していきます。今日の午前中は、まず、
前回までに学んだことを復習しました。そして、
いよいよ午後からは、2教室にわかれて各自、
パソコンを使って演習に取り組みました。株式
会社創造経営センターの齋藤講師と児玉講師が、
巡回しながら丁寧に指導を行いました。

平成28年3月10日

齋藤講師は楽しくわかりやすく
説明してくれます

【経営戦略の総括とその展開（自社演習）】

今日から「経営戦略の総括とその展開（自社演
習）」がスタートします。エムストリームコン
サルティング株式会社 代表取締役 植田正樹
講師による指導の下、今までの講義で学んだ知
識、自社分析等で収集したデータをフル活用し、
全５日間で実現可能性の高い経営戦略とその実
行計画の立案を目指します。

平成28年3月18日

植田講師と二人三脚で課題に取
り組みます 15



【ゼミナール―専門研究発表会】

1月からゼミの専門研究で取り組んできた成果
について発表しました。坂本ゼミは「経営戦略
策定」というテーマで同期の会社が運営する店
舗の経営戦略を立案、堤ゼミでは「無印良品に
学ぶ経営戦略」というテーマで衰退と成長、改
革の研究、小林ゼミでは「目標設定とモチベー
ションの関係における一考察～」というテーマ
で、フィールド調査を通じて体験し、効果検証
を行い、大島ゼミでは「もし経営後継者が経営
者マインドの本を複数読んだら」というテーマ
で、経営後継者に必要なマインドについて、実
体験や卒業生からアンケートをとるなどし、冊
子にまとめました。ゼミの専門研究では、講義
での学びを実践に適用するための気づきを深め
ることができ、発表会も充実したものとなりま
した。

平成28年4月1日

ゼミナールごとに様々な工夫を
凝らした発表でした

【バランス・スコアカードを創り、動かし、成
果創出のために！】

今日から二日間は、経営戦略策定手法として定
評のあるバランス・スコアカードがテーマです。
経営戦略を立案し、マネジメント手法として活
用するために、バランス・スコアカードの本質
理解、策定プロセス、活用の仕方について演習
を通して学びます。一日目の今日は、事例を活
用して、バランス・スコアカードの策定演習が
行われ、活発な議論がなされました。明日はい
よいよ自社のバランス・スコアカードの策定で
す。

平成28年4月7日

事例企業のバランス・スコア
カードを白熱議論で策定中

10か月間の研修風景

16



【バランス・スコアカードを創り、動かし、成
果創出のために！2日目】

昨日に引き続きバランス・スコアカード作成演
習です。昨日は事例企業で行いましたが、今日
は自社のバランス・スコアカードを作成しまし
た。自社に対しては業界についても組織につい
ても知識があるだけに、現実と理想や全体最適
と部分最適の二律背反とシビアに向き合って考
えました。この演習を通して、本科目の目的で
もあるバランス・スコアカードの本質理解が
ぐっと進んだようです。講義後半の質疑応答で
は、バランス・スコアカードの組織適用の勘所
や伊藤先生の経営者としての本音を引き出すべ
く、積極的に質問が寄せられました。

平成28年4月8日

自社のバランス・スコアカード
作りは右脳と左脳が大騒ぎ！

【自社分析の成果発表（リスクマネジメント分
析）】

今日は、自社の内外に存在するリスクを分析・
評価し、リスク管理を進めるための提案を報告
書にまとめ、発表を行いました。 想定される
リスクを戦略リスク、財務リスクなどのフェー
ズ毎に洗い出し、そのリスクの影響度と発生確
率を評価し、リスクマップにまとめるなど、リ
スクマネジメントの基本的な流れに沿って検討
されました。 リスクを単に減らそうとするだ
けでなく、ハイリスクならばハイリターンを目
指そうなど、自社の特性をよく理解し、全体的
な戦略にも絡めて、プレゼンテーションが行わ
れました。

平成28年4月12日

リスクアセスメントは秀逸でし
た

10か月間の研修風景
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【財務総合演習】

これまで学んできた財務分析を総括する、財務
総合演習が５日間に渡って行われ、今日はその
最終日でした。これまでは自社を題材に財務分
析を行ってきましたが、総まとめでは、ケース
を活用しました。ケースの情報をもとに、事業
戦略、設備投資計画を作成。そこから長期の利
益計画・資金計画を盛り込んだ事業計画書を作
成し、その資料を元に、銀行から設備投資資金
を融資してもらえるようなプレゼンテーション
をするという課題に挑戦しました。実践的な内
容でボリュームもかなりありましたが、一人一
人の戦略的思考が向上していることを証明する
充実した演習でした。

平成28年4月19日

融資につながるプレゼンでした

【コミュニケーションサロン ＯＢと研修生と
の交流会】

講義終了後、新宿に移動してＯＢ会主催のコ
ミュニケーションサロンに参加しました。

コミュニケーションサロンでは、有志のＯＢに
ご参加いただき「座談会」「交流会」の２部構
成で開催されます。「座談会」では、グループ
ごとに「経営計画策定の取り組み方」等、それ
ぞれ企業経営に関わるテーマについて意見交換
を行いました。

平成28年4月19日

２月開催の在校生・卒業生合同
研修会よりも、さらに経営の現
場に踏み込んだ話し合いを行い
ました

10か月間の研修風景
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【中小企業の海外マーケティング戦略の実際
（事例企業研究）】

今日は、国際化についてです。今回、事例企業
として講義してくださったのは、広島県尾道市
で家具製造販売を経営する佐藤産業株式会社の
佐藤友彦社長です。佐藤社長も後継者で、26
歳の時に代表取締役に就任しました。従前の自
社の家具製造ビジネスモデルに限界を感じ、単
身ベトナムに渡りました。海外ならではの
ギャップを乗り越え、現地工場の立ち上げから
安定した製品製造・供給システムを実現するま
でのストーリーをお話しいただきました。

平成28年4月27日

今日は、中小機構本部（港区虎
ノ門）での講義となりました

【中小企業の第二創業の実際（事例企業研
究）】

今日は、実際に第二創業を成功させている企業
の社長にお話を伺う、事例企業研究が行われま
した。今回、事例企業として講義してくださっ
たのは、「たんす屋」で有名な東京山喜株式会
社の中村健一社長です。呉服問屋からきものリ
ユースというビジネスを創出され、わずか１０
年でリユースきもののトップ企業に成長させた
そのプロセス、考え方、今後のビジョンなどを
お話し頂きました。質疑応答の時間では、社内
で第二創業などの新しいアイディアを実行して
いく際のアドバイスとして、伝統芸能の習得の
段階である「守破離」になぞらえ、豊富な経験
に基づく有益なアドバイスを頂きました。

平成28年4月28日

後継者たちよ、「大志」を抱
け！

10か月間の研修風景
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【新規事業プラン策定の実際】

今日は、5月10日から取り組んできた新規事業
プラン策定の発表会が行われました。グループ
に分かれ、新規事業のアイディアを出し合い、
これまで学んできた分析手法をフル活用しなが
ら、市場や競合を分析し、ビジネスモデルを構
築、財務戦略、資金・収支計画を作成するとい
う一連の新規事業プラン策定の流れを体験しま
した。講師からは、各グループの発表に対し、
資金計画の面で無理をせず、段階的な展開を検
討すること等、事業展開する際のポイントにつ
いてアドバイスがありました。このグループ演
習を通して学んだことを来週以降に予定されて
いる自社の第二創業プラン策定に活かします。

平成28年5月13日

ゼロから新規事業計画を作成し
ました。どの班も、実現可能性
の高い事業プランでした

【自社分析発表会】

これまでの8ヶ月間、様々な角度から取り組ん
できた自社分析の結果から、自社の現状と今後
の方向性をまとめ、派遣元企業の代表者の前で
発表を行いました。単なるSWOT分析ではなく、
これまで何度も繰り返し議論し、自問自答し、
様々な角度から深く掘り下げてきた現状分析に
は、参加した派遣元企業の代表者から「よく勉
強し、把握している」と感心しきりの言葉があ
りました。また、今後の方向性については、社
長ならではの視点からアドバイスをしていただ
き、残り2ヶ月で掘り下げていくべき課題がよ
り鮮明になったようです。午後からは、派遣元
企業合同研修会が実施され、派遣元企業の代表
者とのディスカッションがあります。乞うご期
待。

平成28年５月20日午前

社長の前でこの8ヶ月の成果を出
し切った発表会でした。着実な
成長を感じていただけました

10か月間の研修風景
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【派遣元企業合同研修会】

午前中に自社分析の発表会を終え、午後からは
派遣元企業の代表者とディスカッションをする
派遣元企業合同研修会が行われました。派遣元
企業の代表者と研修生が一堂に会し、「社長に
就任してから最初の壁は何か？また、その時ど
う対策したか」など、研修生が設定した全４
テーマを率直に話し合いました。最初はお互い
に緊張気味でしたが、徐々に本音も飛び出しは
じめ、充実したディスカッションになりました。

それと並行して、別室で研修生、派遣元企業代
表者、ゼミナール講師の三者面談も行われまし
た。派遣元企業代表者の経営に関する考えを再
確認したり、研修終了後、自社に戻ってからの
研修生のあり方について相談したり、今後予定
される事業承継がより円滑に行われるよう、具
体的な課題について相談することができました。

平成28年5月20日午後

業種も立場も年代も越えて、率
直な意見交換ができたスペシャ
ルな時間でした

【セルフエンパワメントと自律型人材】

本日と明日の２日間は、セルフエンパワメント
と自律型人材というテーマで、自らを見つめ直
し、主体性を強化することを目的とした講義が
行われました。

真の意味での主体性を身につけ、自己をコン
トロールし、自己のエネルギーを望む方向に注
力することは、年齢に関係なく重要です。

自社の分析を徹底的に行いながら、同時に自
分自身をも分析し、将来像を描くというプロセ
スを経ることで、自社でリーダーシップを発揮
する土台がより強固なものになります。

忙しさに紛れて、なかなか見つめなおすこと
が難しい自分自身とじっくり対峙し、考えや覚
悟を深めた2日間でした。

平成28年５月30日

自分を多面的に理解し、主体性
発揮のための土台が強固になり
ました

10か月間の研修風景
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【自社分析の成果発表（自社第二創業プラン策
定）】

5月中旬から取り組んできた自社第二創業プラ
ンを講堂で発表しました。

自社分析講師にゼミ担当講師でもある坂本篤
彦講師、株式会社きらり 代表取締役 堀安吉
城講師を迎えて、個別面談を挟み、本日の発表
会を行いました。

企業の永続を目指す上では、外部・内部環境
の変化に応じて、自社の事業内容を変革させて
いくことが必要です。常に新たなビジネスチャ
ンスに対して、準備しておくことが経営者とし
て求められます。

これまでの8ヶ月間で自社のあらゆる経営資源
を見つめ直してきたからこそ、より実現性の高
い自社第二創業プランを策定することが出来ま
した。

平成28年6月2日

「自社の分析」とは違い、ゼロ
ベースからの新たな事業プラン
策定となりました

【経営総合実習】

6月1日から全11日間（企業訪問3日間、大学校
での作業7日間、報告会1日）を掛けて、10月
から8ヶ月間学んだ知識と知恵を活用し、イン
ストラクターの指導のもと実習に取り組みまし
た。

各7～10人の3班に分かれて、企業から出され
たテーマや経営課題について、経営者や従業員
からのヒアリング調査、外部環境調査、実習企
業の経営資源分析などにより、解決策や改善案
の検討・提案を行います。第36期では1班は小
売業、2班は卸売業、3班は製造業となりまし
た。

また徹底した分析・検討の過程や経営者へのヒ
アリングなどから自社経営へのヒントを見出す
ことができ、研修生にとっても価値ある実習と
なりました。

平成28年6月17日

3班は「下町ボブスレー」の中核
企業として活躍する「株式会社
マテリアル（代表取締役 細貝淳
一氏）」へ訪問しました

10か月間の研修風景
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【中小企業経営と法務―事業承継税務関連―】

6月20日から3日間、企業経営法務についての
講義が続いています。

6月20日は知財マネジメントについて、6月21
日と22日は事業承継税務についての座学です。

本日6月21日は、事業承継税務について学んで
おり、相続税の仕組み、自社株の評価の仕方、
遺産分割、生前贈与など、中小企業後継者が承
継前に備えるべきことや、いざという時に役立
つ法務・税務の知識を学びました。

事例を基に、相続が発生した時にどのように
遺産分割をすべきか等をグループで検討しまし
た。各グループからは、納税猶予など税制の特
例を活かした節税の仕方、安定的な経営に結び
つく相続対策が数多く提案され、学びの定着が
確認できました。

平成28年6月21日

事業承継には、「備えあれば、
憂いなし」です

【中小企業の海外展開】

今日は、グルーバル時代に欠かせない、海外の
企業との付き合い方、展示会への出展について、
現地法人の設立についてなど、海外展開に関す
る知識を学ぶ研修が行われました。講師は、海
外ビジネスの経験が豊富な株式会社ピンポイン
ト・マーケティング・ジャパン 代表取締役
大澤裕先生です。実際にあった失敗例に加え、
具体的な方法や手順を惜しみなく披露してくだ
さり、たくさんのヒントをいただけた研修でし
た。

平成28年6月23日

仲間の会社を説明する演習中。
外国の方にメリットが伝えられ
るかな？

10か月間の研修風景
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【事例に学ぶ後継経営者のあり方】

今日は、株式会社国際後継者フォーラム 代表
取締役 二条彪講師を招き、経営後継者のあり
方を考える講義が行われました。

二条講師の体験談を受け、経営者はいかにあ
るべきか、他人の経験から何を学び、失敗を繰
り返さないようにするためにはどうしたらよい
のかなどを検討することができました。後継者
である今のうちに考えを深めることができ、来
たるべき事業承継への心構えが固まりつつあり
ます。

また、これまでの9ヶ月を振り返り、自社分析
を通して見えてきたもの、見えてきた結果を自
分がどう受け止め、どう取り組んでいくのかな
ど、受講者それぞれの気づきが発表され、深い
自己への洞察と覚悟の強さが感じられた研修で
した。

平成28年6月29日

開講から9か月の間に得た気づき
は自己の土台を強固にし、本音
で語り合える仲間は一生の宝に
なります

【ゼミナール論文作成】

これから1ヶ月はゼミナールでゼミナール論文
の仕上げです。

本日は、研修生のみなさんが自主的に集合写真
を撮りたいということで、ゼミナール講師の
方々も加わっての記念撮影となりました。

研修生のみなさんラストスパートです。

頑張ってください。

平成28年6月30日

卒業後も相談し合える講師と同
期です。

10か月間の研修風景
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【ゼミナール論文発表会リハーサル】

いよいよ今週7月21日と22日がゼミナール論文
発表会です。本日は、ゼミナール論文発表会の
リハーサルを行いました。

この10ヶ月間、プレゼンテーションスキルも
大幅に向上しました。本日のリハーサルでは、
プレゼンテーションの最終確認を終え、本番に
向かう準備と意欲は万全です。

発表会当日は、派遣元企業のみならず、マス
コミの取材も大勢いらっしゃる予定です。多く
の方に10ヶ月間の成果を知ってもらえるよう、
研修生のみなさん、頑張ってください。

平成28年7月15日

プレゼンテーションの練習に熱
が入ります

【ゼミナール論文発表会/終講式】

昨年10月から開始された、経営後継者研修
（第36期）は7月21日と22日のゼミナール論
文発表会をもって、終講となりました。10ヶ
月かけてまとめあげた自社分析の成果を堂々と
発表する姿に、研修生１人１人の確かな成長を
実感することができた、とても素晴らしい発表
会でした。

この10ヶ月、1度も休むことなく受講された方
もいましたし、毎日往復4時間かけて通学して
いた人もいました。研修が終わってから資格取
得の勉強をするためダブルスクールをしていた
人も、自社に戻って仕事を続け両立しながら
通っていた人もいました。どの研修生もそれぞ
れに精一杯努力をして、10ヶ月を過ごしまし
た。

これからは、この頑張りを自社で花咲かせてく
れることを期待します。

ご卒業、おめでとうございます。

平成28年7月22日

10ヶ月間お疲れ様でした。ご卒
業おめでとうございます

10か月間の研修風景
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