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対象者／経営者、経営幹部
受講料／153,000円（税込）

定　員／20名
会　場／御堂筋キャンパス

（大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング27階　セミナールーム）

高度実践型
経営力強化コース
10月26日　 ～3月16日
2021年 2022年

火 水
10月開講
6か月（全13日）
コース

熱心な講師やケースメソッドの教材からだけでなく、一緒に受講した方々からも大きな刺激を受けました。受講者

各自、真剣に考え、意見を的確に相手に伝え、また相手の意見を聞き、そして意思決定を行っていく。経営者や幹

部ならではの視点や意見は非常に興味深く、充実した研修でした。またケースメソッドの事例を通じて、受講者

各々の会社での事例を聞き、自社にも通じるアイデアやヒントをいただくことができました。

株式会社高砂商店 取締役営業本部長
高岡 佑輔 さん

正解の無いケースをあれこれ考え、皆さんによる色々な視点を加えながらさらに悩み続ける、

これはまさに中小企業の経営そのものだなと感じました。 （50代　代表者）

これまでは個人で考え結論を出すことが多かったが、様々な背景を持つ方々と率直に話し合う中で、自分では

気付けなかった多くの点を学ぶことができました。これからは、社内の意見や社外の方の知恵を組み入れるこ

とで、判断の質を高めていきたい。また、現在の課題だけではなく、将来どうしていきたいか、どうあるべきかと

いう点に関して、社内で目線を合わせて議論できる人材育成につなげていきたい。 （40代　役員）

TEL : 0790-22-5931   　FAX : 0790-22-5942
URL : http://www.smrj.go.jp/institute/kansai/　E-mail : kenshu-kansaiko@smrj.go.jp
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1988年早稲田大学教育学部卒業。マツダ株式会社を経て、2004年慶應義塾大学大学院経営管理研究科修士課程修了（修士（経営学））、2011
年慶應義塾大学大学院商学研究科博士後期課程単位取得退学、2015年広島大学大学院教育学研究科博士課程後期修了（博士（教育学））。
2004年筑波大学大学研究センター客員研究員、2006年株式会社ケースメソッド教育研究所代表取締役、同年慶應義塾大学大学院経営管理研
究科特別研究助手、2007年特別研究講師、2011年特任准教授。2016年徳島文理大学人間生活学部教授。2018年4月より現職。

■貴社の概要について（必ずご記入ください）
（１）業種（該当する番号に○をおつけください。）

D　建設業（06 総合工事　07 識別工事　08 設備工事）
E　製造業

G　情報通信業
H　運輸業
I　 卸売業　　I　小売業
　a 繊維品　b 化学製品　c 機械器具　d 建築材料等　e 衣服　f 食料
　g 医薬品　h 家具　i 什器等　j その他（　　　　　　　　　　）
N　サービス業　U　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

09 食料品　10 飲料・飼料　11 繊維工業　12 木材・木製品
13 家具・建具　14 パルプ・紙　15 出版・印刷　16 化学
17 石油製品・石炭製品　18 プラスチック製品　19 ゴム製品　20 革製品
21 窯業・土石製品　22 鉄鋼　23 非鉄金属　24 金属製品
25 汎用機械器具　29 電機機械器具　31 輸送機械器具　32 その他

（２）資本金 （３）従業員数 （４）創業年月

（５）主要取扱品目：

万円 人 年　　　月

＜反社会的勢力でないことの確約について＞ 
当社（当機関）は、暴力団等の反社会的な勢力に該当せず、今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思がないことを確約します。また、反社会的勢力に
該当し、もしくは暴力的な要求行為等に該当する行為をしたことが判明した場合には研修の受講を中止されても異議申し立てを行いません。

竹内 伸一　たけうち しんいち　 名古屋商科大学大学院 マネジメント研究科 教授

1997年慶應義塾大学環境情報学部卒業。学生時代より複数のITベンチャーにて奔走し、技術担当役員などを経て、慶應義塾大学大学院経営管
理研究科修了（MBA）、博士（経営学）。東京工科大学・多摩大学・立教大学等での非常勤講師の後、 県立広島大学大学院経営管理研究科准教
授を経て2018年4月より現職。認定ケースメソッド・インストラクター（慶應ビジネススクール・ケースメソッド授業法研究普及室）。広島県「チームイ
ノベーション道場」教育プログラム開発実証委員。慶應義塾大学ビジネススクール 非常勤講師。

村上 敏也　むらかみ としや　 金沢工業大学大学院 イノベーションマネジメント研究科 教授

1998年聖心女子大学卒業。2000年一橋大学商学研究科修士課程修了、2005年同博士後期課程単位取得満期退学。2019年東北大学博士（経
営学）。2005年独立行政法人中小企業基盤整備機構リサーチャー、2007年西武文理大学サービス経営学部専任講師、2013年准教授、2016年
国士舘大学経営学部准教授、2018年教授、2021年4月より現職。代表的な著書に『小規模企業の特性を活かすイノベーションのマネジメント』

（2015年、碩学舎、2016年度「中小企業研究奨励賞」受賞）、『戦略は「組織の強さ」に従う』（2018年、中央経済社）、『レジリエンスと経営戦略』
（2019年、白桃書房）がある。

水野 由香里　みずの ゆかり　 立命館大学大学院 経営管理研究科 教授

東京藝術大学卒業、東京理科大学大学院修士課程修了。事業理念をデザインする会社を起業後、株式会社日本総合研究所の立上げに参画。顧
客と協働して、事業づくりと人づくりをする事業モデルを構築。顧客の社員を動機付けし、創業した合弁企業も上場。他方で中山間地域において、異
業種交流の成果を事業化。駒澤大学、上智大学大学院などの講師として、学生のアイデアを事業化。現在は、大企業の新規事業人材育成の研修講
師とし従事。事業構想大学院大学教授 兼 事業構想研究所副所長。

丸尾 聰　まるお あきら　 丸尾経営教育研究室 代表

1990年早稲田大学理工学部建築学科卒業。住友商事株式会社を経て、慶應義塾大学大学院経営管理研究科修士課程修了（修士（経営学））。同
大学院後期博士課程単位取得退学。博士（経営学）。2003年武蔵大学経済学部専任講師、准教授、教授を経て2014年より現職。専門はマーケ
ティング論。

黒岩 健一郎　くろいわ けんいちろう　 青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科 教授

1992年明治大学商学部卒業、ソニー株式会社を経て、1998年慶応義塾大学大学院経営管理科修士課程修了（修士（経営学））。
株式会社ドリームインキュベータ、ナスステンレス株式会社、エン・ジャパン株式会社を経て、2015年株式会社CCD設立。
株式会社ドリームインキュベータでは上場準備とコンサルティング業務を務め、ナスステンレス株式会社ではCFOとして企業再生業務に従事。
エン・ジャパン株式会社では取締役管理本部長、中途採用支援事業部長、常務取締役経営企画室長・管理本部長を務める。 
現在は企業向けのコンサルティングとケースメソッドによる社会人教育に従事。

藤野 孝　ふじの たかし　 株式会社 CCD 代表取締役社長

ケースメソッドで磨く  経営者の意思決定力

1. 代表者　　2. 役員　　3. 管理者　　4. 管理者候補等

緊急連絡先（携帯） 　　　 　－　　　　　－　　　　　　　　　　※緊急事態(研修中止等)の際、連絡するためにお聞しています

1. 代表者　　2. 役員　　3. 管理者　　4. 管理者候補等

緊急連絡先（携帯） 　　　 　－　　　　　－　　　　　　　　　　※緊急事態(研修中止等)の際、連絡するためにお聞しています

今回の研修を知ったきっかけについて、該当するものに○をご記入ください。
　1. 研修ガイド　 2. チラシ 　 3. ホームページ  　4. ウェブ広告・SNS　  5. メルマガ  　6. 他社の紹介・口コミ　  7. 自治体・商工団体  　8. 金融機関
　9. 新聞・雑誌・ラジオ・街頭広告    10. 大学校・中小機構職員の訪問・電話 　 11. セミナー・イベント 　 12. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



Feature 研修の特徴
◆ 経営の現場を疑似体験するケースメソッドによる研修です。
◆ ケースを通じて、自社の経営を見つめ直すことができます。
◆ 総合演習を通じて、デジタル化等の環境変化への対応、
   組織のレジリエンスの向上を実現するための考え方や判断力を涵養します。

7つのスキル
思 考 力

洞 察 力

意思決定力

分 析 力戦略立案力

合意形成力

統 合 力

日　程 ／  全13日（85時間）

2021年10月26日（火）

　～2022年3月16日（水）

対象者 ／  経営者　経営幹部

受講料 ／  153,000円（税込）

定　員 ／  20名

会　場 ／  御堂筋キャンパス
 （大阪市中央区安土町2-3-13
　大阪国際ビルディング27階
　　　　　　　セミナールーム）

コース概 要

Curriculum カリキュラム

10/28 木 9:30～17:30

● イノベーション／新事業への挑戦
　成長の機会に直面する経営者のケースをもとに、イノベーションに必要な要
件、企業が成長し続けるための具体的な施策と優先順位について、討議により
学びます。

10/27 水 9:30～17:30

10/26 火 9:30～17:30

● 事業環境／経営資源マネジメント
　経営者には限られた経営資源を活かして、自社を持続的発展に導く役割が求
められます。ケース研究を通じて、競争力を高めるために必要な現状把握や問
題抽出、優先順位を踏まえた課題設定といった問題解決力の向上を図ります。

　　 ケース＜成熟分野で成功するための戦略と経営革新＞
 （タビオ株式会社）

● 新事業展開
　環境変化に対応し新事業展開を検討する必要性が今後ますます高まると考え
られます。
　新事業展開、ビジネスモデルの構築に際して重要となるフレームワークや発
想法、意思決定プロセス、プロジェクトの進め方等について、ケース研究を通じ
て学びます。

　　・新たなビジネスモデルの構築
　　・イノベーションを生み出す方法とマインドセット（デザイン思考）
　　・新事業展開の意思決定とプロジェクト管理

● ガイダンス　―ケースメソッドの進め方―
● 事業環境／事業の成功要因

　経営者として押さえておきたい経営戦略策定に必要な視点や基本的なモデル
を理解した上で、ケースを用いた演習を通して、実践的に学びます。

　　 ケース＜企業の成長要因分析とサービス・マーケティングの本質＞
 （エムケイ株式会社）

1st Term 経営資源マネジメント

11/15 月 9:30～16:30

9:30～16:3011/16 火

2nd Term 新事業展開

※カリキュラムは都合により変更する場合がありますので予めご了承ください。

● 計数マネジメント／事業継続・事業承継
　事業継続や事業承継には十分な準備期間が必要だといわれます。こうした
準備もなく、親族外から突然に事業を承継した経営者が奮闘した10年間の軌
跡を通して、事業を永続するために経営者がなすべきことについて考えます。
また、意思決定に会計情報を活用する手法について学びます。

　　 ケース＜企業の永続と成長の継続-経営革新への道のり―（親族外承継）＞
 （大洋産業株式会社）

12/14 火

12/15 水

● 経営基盤の強化／人材マネジメント
　限られた経営資源と制約条件の中で課題を解決するためには、事業の成功
要因を分析し、経営上の施策と結びつけることが重要です。ケース研究を通じ
て、人材に配慮して効果的に施策を実施するプロセスを組み立てる方法を学
びます。

　　 ケース＜問題山積みの３K職場が生まれ変わった組織変革＞
 （TESSEIの苦境）

9:30～16:30

9:30～16:30

3rd Term　事業継続・承継/人材マネジメント

● グループ総合演習Ⅰ／環境変化と組織のレジリエンス
　経営者には、組織をまとめ上げて難局を乗り切る危機対応力、経営の行く末を
左右するプロジェクトを成功につなげるマネジメント力や意思決定力が求められ
ます。プロジェクトを成功に導くために、組織のレジリエンスを高め、現場で活き
る経営者の判断力や管理能力についてケース研究を通じて学びます。

　　 ケース＜玉田工業の事業展開の軌跡＞
　　 ケース＜『国難を救う！』と不可能を可能にした企業の軌跡＞

1/17 月

1/18 火

9:30～17:30

9:30～17:30

4th Term　グループ総合演習Ⅰ/ 環境変化と組織のレジリエンス

● グループ総合演習Ⅱ／デジタル化とイノベーション（1）
　グループ演習を通して、デジタル環境に適応するイノベーション実現の手法
について学びます。

　　 ケース＜AI（機械学習）の活用事例＞など
 （グルーヴノーツ）

● AIやデータ分析の自社活用
　デジタル環境に適応するイノベーションのアイデアを可視化するため、新たな
ビジネスモデルを構築する手法であるリーンキャンバス等のフレームワークを用
いて、受講者相互の討議によりブラッシュアップを図ります。最終回に向けてグ
ループによるデジタル化に適応する事業アイデアについて検討をはじめます。

2/15 火

2/16 水

9:30～17:30

9:30～17:30

5th Term　グループ総合演習Ⅱ/デジタル化とイノベーション（1）

● グループ総合演習Ⅱ／デジタル化とイノベーション（2）
　AI（機械学習）を活用した新しい事業を起業したケースの討議と、インターバ
ル期間中にグループで検討したアイデアの共有とフィードバックを通して、自社の
新たな事業創出の可能性について検討を深めます。また、AI以外の多様なデジ
タル技術等にも発想を広げていきます。

　　 ケース＜AIやデータ分析による新規事業への挑戦＞など
 （トリトンの矛）

● ビジネスモデル構築の演習と発表
　グループごとに選択したアイデアにもとづき、演習に取り組み、発表します。参
加者相互のコンサルテーションにより、新規事業アイデアの評価手法についても
考えます。

3/15 火

3/16 水

9:30～16:30

9:30～16:30

6th Term　グループ総合演習Ⅱ/デジタル化とイノベーション（2）

染症の世界的な拡大を契機として、企業も個人も従来の生活様式
からテレワーク等に代表される非接触型の新しい様式への移行を

余儀なくされており、こうした状況が、5G、AI、IoT、ロボットなど、デジ
タル化の急激な進展に拍車をかけています。このような急激な環境変化
に迅速に適応し、自社ビジネスの変革へ取り組んでいくために、経営の
中核を担う人材には、論理的な思考に加え、データに基づいた思考や新
事業を産み出す柔軟な発想法、組織一体で実行していく力など、経営課
題に対峙する多面的な力の向上がより一層求められます。

この研修では、企業経営の現場で直面するさまざまな経営課題や意思
決定が求められる場面を再現した様々なテーマのケースを個人、グルー
プ、クラス全体での討議を通して疑似体験することで、複雑に絡み合う要
素を紐解く問題解決と最適な意思決定ができる経営力を身につけます。

感 本コースではケースメソッドを採用しています。基本的に①ケースガイダンス → ②個人ワーク→
③グループ討議→④クラス討議の流れで進めていきます。

❶ケースガイダンス ❷個人ワーク ❸グループ討議 ❹クラス討議
ケースを読み解く上で必要な
事前知識の補完を行います。

ケースを個人で熟読して設問
に対する自分なりの提案を検
討します。

個人ワークの検討結果を持ち
寄り、グループで討議を行い、
自分の意見を整理します。

クラス全体で各自の意見を討
議します。討議後に学びのポ
イントの解説を行います。

Concept 研修のねらい

グループ総合演習

グループ内での相互コンサル・自社活用アイデアのブラッシュアップ（AI→DXに視野を広げる） リーンキャンバス （→ 社内ヒアリング）



Feature 研修の特徴
◆ 経営の現場を疑似体験するケースメソッドによる研修です。
◆ ケースを通じて、自社の経営を見つめ直すことができます。
◆ 総合演習を通じて、デジタル化等の環境変化への対応、
   組織のレジリエンスの向上を実現するための考え方や判断力を涵養します。

7つのスキル
思 考 力

洞 察 力

意思決定力

分 析 力戦略立案力

合意形成力

統 合 力

日　程 ／  全13日（85時間）

2021年10月26日（火）

　～2022年3月16日（水）

対象者 ／  経営者　経営幹部

受講料 ／  153,000円（税込）

定　員 ／  20名

会　場 ／  御堂筋キャンパス
 （大阪市中央区安土町2-3-13
　大阪国際ビルディング27階
　　　　　　　セミナールーム）

コース概 要

Curriculum カリキュラム

10/28 木 9:30～17:30

● イノベーション／新事業への挑戦
　成長の機会に直面する経営者のケースをもとに、イノベーションに必要な要
件、企業が成長し続けるための具体的な施策と優先順位について、討議により
学びます。

10/27 水 9:30～17:30

10/26 火 9:30～17:30

● 事業環境／経営資源マネジメント
　経営者には限られた経営資源を活かして、自社を持続的発展に導く役割が求
められます。ケース研究を通じて、競争力を高めるために必要な現状把握や問
題抽出、優先順位を踏まえた課題設定といった問題解決力の向上を図ります。

　　 ケース＜成熟分野で成功するための戦略と経営革新＞
 （タビオ株式会社）

● 新事業展開
　環境変化に対応し新事業展開を検討する必要性が今後ますます高まると考え
られます。
　新事業展開、ビジネスモデルの構築に際して重要となるフレームワークや発
想法、意思決定プロセス、プロジェクトの進め方等について、ケース研究を通じ
て学びます。

　　・新たなビジネスモデルの構築
　　・イノベーションを生み出す方法とマインドセット（デザイン思考）
　　・新事業展開の意思決定とプロジェクト管理

● ガイダンス　―ケースメソッドの進め方―
● 事業環境／事業の成功要因

　経営者として押さえておきたい経営戦略策定に必要な視点や基本的なモデル
を理解した上で、ケースを用いた演習を通して、実践的に学びます。

　　 ケース＜企業の成長要因分析とサービス・マーケティングの本質＞
 （エムケイ株式会社）

1st Term 経営資源マネジメント

11/15 月 9:30～16:30

9:30～16:3011/16 火

2nd Term 新事業展開

※カリキュラムは都合により変更する場合がありますので予めご了承ください。

● 計数マネジメント／事業継続・事業承継
　事業継続や事業承継には十分な準備期間が必要だといわれます。こうした
準備もなく、親族外から突然に事業を承継した経営者が奮闘した10年間の軌
跡を通して、事業を永続するために経営者がなすべきことについて考えます。
また、意思決定に会計情報を活用する手法について学びます。

　　 ケース＜企業の永続と成長の継続-経営革新への道のり―（親族外承継）＞
 （大洋産業株式会社）

12/14 火

12/15 水

● 経営基盤の強化／人材マネジメント
　限られた経営資源と制約条件の中で課題を解決するためには、事業の成功
要因を分析し、経営上の施策と結びつけることが重要です。ケース研究を通じ
て、人材に配慮して効果的に施策を実施するプロセスを組み立てる方法を学
びます。

　　 ケース＜問題山積みの３K職場が生まれ変わった組織変革＞
 （TESSEIの苦境）

9:30～16:30

9:30～16:30

3rd Term　事業継続・承継/人材マネジメント

● グループ総合演習Ⅰ／環境変化と組織のレジリエンス
　経営者には、組織をまとめ上げて難局を乗り切る危機対応力、経営の行く末を
左右するプロジェクトを成功につなげるマネジメント力や意思決定力が求められ
ます。プロジェクトを成功に導くために、組織のレジリエンスを高め、現場で活き
る経営者の判断力や管理能力についてケース研究を通じて学びます。

　　 ケース＜玉田工業の事業展開の軌跡＞
　　 ケース＜『国難を救う！』と不可能を可能にした企業の軌跡＞

1/17 月

1/18 火

9:30～17:30

9:30～17:30

4th Term　グループ総合演習Ⅰ/ 環境変化と組織のレジリエンス

● グループ総合演習Ⅱ／デジタル化とイノベーション（1）
　グループ演習を通して、デジタル環境に適応するイノベーション実現の手法
について学びます。

　　 ケース＜AI（機械学習）の活用事例＞など
 （グルーヴノーツ）

● AIやデータ分析の自社活用
　デジタル環境に適応するイノベーションのアイデアを可視化するため、新たな
ビジネスモデルを構築する手法であるリーンキャンバス等のフレームワークを用
いて、受講者相互の討議によりブラッシュアップを図ります。最終回に向けてグ
ループによるデジタル化に適応する事業アイデアについて検討をはじめます。

2/15 火

2/16 水

9:30～17:30

9:30～17:30

5th Term　グループ総合演習Ⅱ/デジタル化とイノベーション（1）

● グループ総合演習Ⅱ／デジタル化とイノベーション（2）
　AI（機械学習）を活用した新しい事業を起業したケースの討議と、インターバ
ル期間中にグループで検討したアイデアの共有とフィードバックを通して、自社の
新たな事業創出の可能性について検討を深めます。また、AI以外の多様なデジ
タル技術等にも発想を広げていきます。

　　 ケース＜AIやデータ分析による新規事業への挑戦＞など
 （トリトンの矛）

● ビジネスモデル構築の演習と発表
　グループごとに選択したアイデアにもとづき、演習に取り組み、発表します。参
加者相互のコンサルテーションにより、新規事業アイデアの評価手法についても
考えます。

3/15 火

3/16 水

9:30～16:30

9:30～16:30

6th Term　グループ総合演習Ⅱ/デジタル化とイノベーション（2）

染症の世界的な拡大を契機として、企業も個人も従来の生活様式
からテレワーク等に代表される非接触型の新しい様式への移行を

余儀なくされており、こうした状況が、5G、AI、IoT、ロボットなど、デジ
タル化の急激な進展に拍車をかけています。このような急激な環境変化
に迅速に適応し、自社ビジネスの変革へ取り組んでいくために、経営の
中核を担う人材には、論理的な思考に加え、データに基づいた思考や新
事業を産み出す柔軟な発想法、組織一体で実行していく力など、経営課
題に対峙する多面的な力の向上がより一層求められます。

この研修では、企業経営の現場で直面するさまざまな経営課題や意思
決定が求められる場面を再現した様々なテーマのケースを個人、グルー
プ、クラス全体での討議を通して疑似体験することで、複雑に絡み合う要
素を紐解く問題解決と最適な意思決定ができる経営力を身につけます。

感 本コースではケースメソッドを採用しています。基本的に①ケースガイダンス → ②個人ワーク→
③グループ討議→④クラス討議の流れで進めていきます。

❶ケースガイダンス ❷個人ワーク ❸グループ討議 ❹クラス討議
ケースを読み解く上で必要な
事前知識の補完を行います。

ケースを個人で熟読して設問
に対する自分なりの提案を検
討します。

個人ワークの検討結果を持ち
寄り、グループで討議を行い、
自分の意見を整理します。

クラス全体で各自の意見を討
議します。討議後に学びのポ
イントの解説を行います。

Concept 研修のねらい

グループ総合演習

グループ内での相互コンサル・自社活用アイデアのブラッシュアップ（AI→DXに視野を広げる） リーンキャンバス （→ 社内ヒアリング）



Feature 研修の特徴
◆ 経営の現場を疑似体験するケースメソッドによる研修です。
◆ ケースを通じて、自社の経営を見つめ直すことができます。
◆ 総合演習を通じて、デジタル化等の環境変化への対応、
   組織のレジリエンスの向上を実現するための考え方や判断力を涵養します。

7つのスキル
思 考 力

洞 察 力

意思決定力

分 析 力戦略立案力

合意形成力

統 合 力

日　程 ／  全13日（85時間）

2021年10月26日（火）

　～2022年3月16日（水）

対象者 ／  経営者　経営幹部

受講料 ／  153,000円（税込）

定　員 ／  20名

会　場 ／  御堂筋キャンパス
 （大阪市中央区安土町2-3-13
　大阪国際ビルディング27階
　　　　　　　セミナールーム）

コース概 要

Curriculum カリキュラム

10/28 木 9:30～17:30

● イノベーション／新事業への挑戦
　成長の機会に直面する経営者のケースをもとに、イノベーションに必要な要
件、企業が成長し続けるための具体的な施策と優先順位について、討議により
学びます。

10/27 水 9:30～17:30

10/26 火 9:30～17:30

● 事業環境／経営資源マネジメント
　経営者には限られた経営資源を活かして、自社を持続的発展に導く役割が求
められます。ケース研究を通じて、競争力を高めるために必要な現状把握や問
題抽出、優先順位を踏まえた課題設定といった問題解決力の向上を図ります。

　　 ケース＜成熟分野で成功するための戦略と経営革新＞
 （タビオ株式会社）

● 新事業展開
　環境変化に対応し新事業展開を検討する必要性が今後ますます高まると考え
られます。
　新事業展開、ビジネスモデルの構築に際して重要となるフレームワークや発
想法、意思決定プロセス、プロジェクトの進め方等について、ケース研究を通じ
て学びます。

　　・新たなビジネスモデルの構築
　　・イノベーションを生み出す方法とマインドセット（デザイン思考）
　　・新事業展開の意思決定とプロジェクト管理

● ガイダンス　―ケースメソッドの進め方―
● 事業環境／事業の成功要因

　経営者として押さえておきたい経営戦略策定に必要な視点や基本的なモデル
を理解した上で、ケースを用いた演習を通して、実践的に学びます。

　　 ケース＜企業の成長要因分析とサービス・マーケティングの本質＞
 （エムケイ株式会社）

1st Term 経営資源マネジメント

11/15 月 9:30～16:30

9:30～16:3011/16 火

2nd Term 新事業展開

※カリキュラムは都合により変更する場合がありますので予めご了承ください。

● 計数マネジメント／事業継続・事業承継
　事業継続や事業承継には十分な準備期間が必要だといわれます。こうした
準備もなく、親族外から突然に事業を承継した経営者が奮闘した10年間の軌
跡を通して、事業を永続するために経営者がなすべきことについて考えます。
また、意思決定に会計情報を活用する手法について学びます。

　　 ケース＜企業の永続と成長の継続-経営革新への道のり―（親族外承継）＞
 （大洋産業株式会社）

12/14 火

12/15 水

● 経営基盤の強化／人材マネジメント
　限られた経営資源と制約条件の中で課題を解決するためには、事業の成功
要因を分析し、経営上の施策と結びつけることが重要です。ケース研究を通じ
て、人材に配慮して効果的に施策を実施するプロセスを組み立てる方法を学
びます。

　　 ケース＜問題山積みの３K職場が生まれ変わった組織変革＞
 （TESSEIの苦境）

9:30～16:30

9:30～16:30

3rd Term　事業継続・承継/人材マネジメント

● グループ総合演習Ⅰ／環境変化と組織のレジリエンス
　経営者には、組織をまとめ上げて難局を乗り切る危機対応力、経営の行く末を
左右するプロジェクトを成功につなげるマネジメント力や意思決定力が求められ
ます。プロジェクトを成功に導くために、組織のレジリエンスを高め、現場で活き
る経営者の判断力や管理能力についてケース研究を通じて学びます。

　　 ケース＜玉田工業の事業展開の軌跡＞
　　 ケース＜『国難を救う！』と不可能を可能にした企業の軌跡＞

1/17 月

1/18 火

9:30～17:30

9:30～17:30

4th Term　グループ総合演習Ⅰ/ 環境変化と組織のレジリエンス

● グループ総合演習Ⅱ／デジタル化とイノベーション（1）
　グループ演習を通して、デジタル環境に適応するイノベーション実現の手法
について学びます。

　　 ケース＜AI（機械学習）の活用事例＞など
 （グルーヴノーツ）

● AIやデータ分析の自社活用
　デジタル環境に適応するイノベーションのアイデアを可視化するため、新たな
ビジネスモデルを構築する手法であるリーンキャンバス等のフレームワークを用
いて、受講者相互の討議によりブラッシュアップを図ります。最終回に向けてグ
ループによるデジタル化に適応する事業アイデアについて検討をはじめます。

2/15 火

2/16 水

9:30～17:30

9:30～17:30

5th Term　グループ総合演習Ⅱ/デジタル化とイノベーション（1）

● グループ総合演習Ⅱ／デジタル化とイノベーション（2）
　AI（機械学習）を活用した新しい事業を起業したケースの討議と、インターバ
ル期間中にグループで検討したアイデアの共有とフィードバックを通して、自社の
新たな事業創出の可能性について検討を深めます。また、AI以外の多様なデジ
タル技術等にも発想を広げていきます。

　　 ケース＜AIやデータ分析による新規事業への挑戦＞など
 （トリトンの矛）

● ビジネスモデル構築の演習と発表
　グループごとに選択したアイデアにもとづき、演習に取り組み、発表します。参
加者相互のコンサルテーションにより、新規事業アイデアの評価手法についても
考えます。

3/15 火

3/16 水

9:30～16:30

9:30～16:30

6th Term　グループ総合演習Ⅱ/デジタル化とイノベーション（2）

染症の世界的な拡大を契機として、企業も個人も従来の生活様式
からテレワーク等に代表される非接触型の新しい様式への移行を

余儀なくされており、こうした状況が、5G、AI、IoT、ロボットなど、デジ
タル化の急激な進展に拍車をかけています。このような急激な環境変化
に迅速に適応し、自社ビジネスの変革へ取り組んでいくために、経営の
中核を担う人材には、論理的な思考に加え、データに基づいた思考や新
事業を産み出す柔軟な発想法、組織一体で実行していく力など、経営課
題に対峙する多面的な力の向上がより一層求められます。

この研修では、企業経営の現場で直面するさまざまな経営課題や意思
決定が求められる場面を再現した様々なテーマのケースを個人、グルー
プ、クラス全体での討議を通して疑似体験することで、複雑に絡み合う要
素を紐解く問題解決と最適な意思決定ができる経営力を身につけます。

感 本コースではケースメソッドを採用しています。基本的に①ケースガイダンス → ②個人ワーク→
③グループ討議→④クラス討議の流れで進めていきます。

❶ケースガイダンス ❷個人ワーク ❸グループ討議 ❹クラス討議
ケースを読み解く上で必要な
事前知識の補完を行います。

ケースを個人で熟読して設問
に対する自分なりの提案を検
討します。

個人ワークの検討結果を持ち
寄り、グループで討議を行い、
自分の意見を整理します。

クラス全体で各自の意見を討
議します。討議後に学びのポ
イントの解説を行います。

Concept 研修のねらい

グループ総合演習

グループ内での相互コンサル・自社活用アイデアのブラッシュアップ（AI→DXに視野を広げる） リーンキャンバス （→ 社内ヒアリング）



INNOVATION

EFFICIENCY

CREATION OF
NEW VALUE

INGENIOUS

CONSOLIDATION
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PROGRESS

OPERATION
SHORTENING

Instructor 講師陣

Voice of Customer 受講者の声

Ｎｏ.3

Ｎｏ.3

対象者／経営者、経営幹部
受講料／153,000円（税込）

定　員／20名
会　場／御堂筋キャンパス

（大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング27階　セミナールーム）

高度実践型
経営力強化コース
10月26日　 ～3月16日
2021年 2022年

火 水
10月開講
6か月（全13日）
コース

熱心な講師やケースメソッドの教材からだけでなく、一緒に受講した方々からも大きな刺激を受けました。受講者

各自、真剣に考え、意見を的確に相手に伝え、また相手の意見を聞き、そして意思決定を行っていく。経営者や幹

部ならではの視点や意見は非常に興味深く、充実した研修でした。またケースメソッドの事例を通じて、受講者

各々の会社での事例を聞き、自社にも通じるアイデアやヒントをいただくことができました。

株式会社高砂商店 取締役営業本部長
高岡 佑輔 さん

正解の無いケースをあれこれ考え、皆さんによる色々な視点を加えながらさらに悩み続ける、

これはまさに中小企業の経営そのものだなと感じました。 （50代　代表者）

これまでは個人で考え結論を出すことが多かったが、様々な背景を持つ方々と率直に話し合う中で、自分では

気付けなかった多くの点を学ぶことができました。これからは、社内の意見や社外の方の知恵を組み入れるこ

とで、判断の質を高めていきたい。また、現在の課題だけではなく、将来どうしていきたいか、どうあるべきかと

いう点に関して、社内で目線を合わせて議論できる人材育成につなげていきたい。 （40代　役員）
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1988年早稲田大学教育学部卒業。マツダ株式会社を経て、2004年慶應義塾大学大学院経営管理研究科修士課程修了（修士（経営学））、2011
年慶應義塾大学大学院商学研究科博士後期課程単位取得退学、2015年広島大学大学院教育学研究科博士課程後期修了（博士（教育学））。
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究科特別研究助手、2007年特別研究講師、2011年特任准教授。2016年徳島文理大学人間生活学部教授。2018年4月より現職。

■貴社の概要について（必ずご記入ください）
（１）業種（該当する番号に○をおつけください。）

D　建設業（06 総合工事　07 識別工事　08 設備工事）
E　製造業

G　情報通信業
H　運輸業
I　 卸売業　　I　小売業
　a 繊維品　b 化学製品　c 機械器具　d 建築材料等　e 衣服　f 食料
　g 医薬品　h 家具　i 什器等　j その他（　　　　　　　　　　）
N　サービス業　U　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

09 食料品　10 飲料・飼料　11 繊維工業　12 木材・木製品
13 家具・建具　14 パルプ・紙　15 出版・印刷　16 化学
17 石油製品・石炭製品　18 プラスチック製品　19 ゴム製品　20 革製品
21 窯業・土石製品　22 鉄鋼　23 非鉄金属　24 金属製品
25 汎用機械器具　29 電機機械器具　31 輸送機械器具　32 その他

（２）資本金 （３）従業員数 （４）創業年月

（５）主要取扱品目：

万円 人 年　　　月

＜反社会的勢力でないことの確約について＞ 
当社（当機関）は、暴力団等の反社会的な勢力に該当せず、今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思がないことを確約します。また、反社会的勢力に
該当し、もしくは暴力的な要求行為等に該当する行為をしたことが判明した場合には研修の受講を中止されても異議申し立てを行いません。

竹内 伸一　たけうち しんいち　 名古屋商科大学大学院 マネジメント研究科 教授

1997年慶應義塾大学環境情報学部卒業。学生時代より複数のITベンチャーにて奔走し、技術担当役員などを経て、慶應義塾大学大学院経営管
理研究科修了（MBA）、博士（経営学）。東京工科大学・多摩大学・立教大学等での非常勤講師の後、 県立広島大学大学院経営管理研究科准教
授を経て2018年4月より現職。認定ケースメソッド・インストラクター（慶應ビジネススクール・ケースメソッド授業法研究普及室）。広島県「チームイ
ノベーション道場」教育プログラム開発実証委員。慶應義塾大学ビジネススクール 非常勤講師。

村上 敏也　むらかみ としや　 金沢工業大学大学院 イノベーションマネジメント研究科 教授

1998年聖心女子大学卒業。2000年一橋大学商学研究科修士課程修了、2005年同博士後期課程単位取得満期退学。2019年東北大学博士（経
営学）。2005年独立行政法人中小企業基盤整備機構リサーチャー、2007年西武文理大学サービス経営学部専任講師、2013年准教授、2016年
国士舘大学経営学部准教授、2018年教授、2021年4月より現職。代表的な著書に『小規模企業の特性を活かすイノベーションのマネジメント』

（2015年、碩学舎、2016年度「中小企業研究奨励賞」受賞）、『戦略は「組織の強さ」に従う』（2018年、中央経済社）、『レジリエンスと経営戦略』
（2019年、白桃書房）がある。

水野 由香里　みずの ゆかり　 立命館大学大学院 経営管理研究科 教授

東京藝術大学卒業、東京理科大学大学院修士課程修了。事業理念をデザインする会社を起業後、株式会社日本総合研究所の立上げに参画。顧
客と協働して、事業づくりと人づくりをする事業モデルを構築。顧客の社員を動機付けし、創業した合弁企業も上場。他方で中山間地域において、異
業種交流の成果を事業化。駒澤大学、上智大学大学院などの講師として、学生のアイデアを事業化。現在は、大企業の新規事業人材育成の研修講
師とし従事。事業構想大学院大学教授 兼 事業構想研究所副所長。

丸尾 聰　まるお あきら　 丸尾経営教育研究室 代表

1990年早稲田大学理工学部建築学科卒業。住友商事株式会社を経て、慶應義塾大学大学院経営管理研究科修士課程修了（修士（経営学））。同
大学院後期博士課程単位取得退学。博士（経営学）。2003年武蔵大学経済学部専任講師、准教授、教授を経て2014年より現職。専門はマーケ
ティング論。

黒岩 健一郎　くろいわ けんいちろう　 青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科 教授

1992年明治大学商学部卒業、ソニー株式会社を経て、1998年慶応義塾大学大学院経営管理科修士課程修了（修士（経営学））。
株式会社ドリームインキュベータ、ナスステンレス株式会社、エン・ジャパン株式会社を経て、2015年株式会社CCD設立。
株式会社ドリームインキュベータでは上場準備とコンサルティング業務を務め、ナスステンレス株式会社ではCFOとして企業再生業務に従事。
エン・ジャパン株式会社では取締役管理本部長、中途採用支援事業部長、常務取締役経営企画室長・管理本部長を務める。 
現在は企業向けのコンサルティングとケースメソッドによる社会人教育に従事。

藤野 孝　ふじの たかし　 株式会社 CCD 代表取締役社長

ケースメソッドで磨く  経営者の意思決定力

1. 代表者　　2. 役員　　3. 管理者　　4. 管理者候補等

緊急連絡先（携帯） 　　　 　－　　　　　－　　　　　　　　　　※緊急事態(研修中止等)の際、連絡するためにお聞しています

1. 代表者　　2. 役員　　3. 管理者　　4. 管理者候補等

緊急連絡先（携帯） 　　　 　－　　　　　－　　　　　　　　　　※緊急事態(研修中止等)の際、連絡するためにお聞しています

今回の研修を知ったきっかけについて、該当するものに○をご記入ください。
　1. 研修ガイド　 2. チラシ 　 3. ホームページ  　4. ウェブ広告・SNS　  5. メルマガ  　6. 他社の紹介・口コミ　  7. 自治体・商工団体  　8. 金融機関
　9. 新聞・雑誌・ラジオ・街頭広告    10. 大学校・中小機構職員の訪問・電話 　 11. セミナー・イベント 　 12. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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