
変化する“経営者に必要な素養”

　世の中が複雑化し先の見えないVUCA時代となり、経営者

に求められる素養は変化してきています。これからの企業経

営において、本コースでも特に強調しているポイントとして

｢超長期視点｣と｢グローバルリーダー｣があげられます。

　企業は定着してしまった体質や制度を時代に応じてリインベ

ントし、パラダイム転換することが求められます。その大役を担

うため、本コースに参加した次代の経営者と目される人材は、

身につけた知識と感性に磨きをかけ、十年の大計を宿して自

社を背負う覚悟を持ち、経営者として活躍する日を待ちます。

　また、経営者として組織を導くための“人望”には、人とし

ての魅力が必要です。一人の人間としての見識の深さ、幅の広

さが肝要となります。特にグローバルな舞台では肩書など通

用せず、“人物”が問われることになるため、ぶれることのな

い自説を持ち、自分の言葉で意見を主張できなければなり

ません。世界でも通用するグローバルリーダーには、自分の頭

で物事を考え、明確な意思を伝える力が求められるのです。

本コースのディスカッションでも、徹底的に自説をぶつけ合

い、真剣に討議する場が多く設定されています。

世界観・歴史観・人間観の涵養

　JMIでは、事業や経営を語るうえで、まず健全な世界観や歴史

観、人間観の涵養を通して自身の軸を形成することが必要で

あると考えます。本コースでも各単位で取り組むテーマの中に、

これらの要素を織り交ぜてプログラムが構成されています。

　例えば、過去の経営者の決断と戦略が機能したかという切

り口で自社の30年を振り返る単位では、その間の経営者たち

の人柄に触れると共に、日頃なかなか総括することのない自

社の30年史を紐解く機会とします。

　また、国内の合宿単位では日本の文化やルーツに触れる訪

問地で日本らしさを考察します。経営者として避けては通れ

ないグローバル化ですが、それを議論するにはまず日本人の

アイデンティティについて理解を深める必要があると再認識

することになります。

　自身の経営観を支える土台となる部分に磨きをかけ、経営

者となる準備を整えます。

コースハイライト

常に経営者の目線で考える

1 経営者にとって必要な社会認識、心構えを理解する
2 様々な視点で事業を捉えることができる、経営者としての“ものの見方”を養う
3 共感を呼ぶ“自身の決断”を発信する

本コースは“経営者になること”を目的としたものではなく、あ

くまでも“経営者になった後”に自社や社会に対し、

より大きな貢献をすることができる人材を育成することを目的

としています。

そのため、8ヶ月間にわたり全ての文脈において｢経営者の立場

で物事を捉える｣という視座の高さが求められます。

全8回の単位は以下3つのポイントを軸に構成されています。

次世代の経営者・幹部を育成する長期研修プログラム

5年後のCEO・CXO候補者
経営人材として活躍が期待される方対象

2020年7月～2021年2月
8ヶ月（全26日間）会期 日本能率協会（東京都港区芝公園）

合宿先（国内・海外）他
会場

24名定員

経営者に必要なぶれない“決断軸”と“経営観”を醸成する

部長のためのエグゼクティブ・
マネジメントコース（ＥＭＣ）

第31期
1on1

メンタリング
セッション
実施

Webサイトからお申し込みください

「部長のためのエグゼクティブ・マネジメントコース（EMC）」お申し込みについて

プログラム内容のお問合せ先

〒105-8522  東京都港区芝公園3-1-22
一般社団法人日本能率協会　経営・人材革新センター 
JMI（マネジメント・インスティチュート）事務局
TEL： 03-3434-1955   E-mail: info-jmi@jma.or.jp  
HP: https://jma-mi.com

参加申込後の取り消し（キャンセル規定）

お申込み後、参加者の都合にてキャンセルされる場合、下記のとおりキャンセル料を申し
受けますのでご了承ください。
なお、キャンセルのお申し入れは、必ずメール（info-jmi@jma.or.jp）にてご連絡ください。

開催30日前～8日前（開催日を含まず起算）
開催7日前～前日（開催日を含まず起算） 
開催日当日

参加料の10％
参加料の50％
参加料の全額

パソコン（各種検索サイト）からダイレクトで

もしくは、https://jma-mi.com

TEL : 03（3434）1955

マネジメント・インスティチュート

※貴社の情報セキュリティ方針等でwebからのお申込みが難しい方は
   JMI（マネジメント・インスティチュート）事務局までお電話にてお問い合せください。

1
スマートフォン
タブレットから

2

部長のためのエグゼクティブ・マネジメントコース 8ヶ月（全26日間） ￥2,900,000-／1名 ￥3,300,000-／1名
コース名 会　期 参加料／法人会員※（税抜） 参加料／会員外※（税抜）

参加申込規定はお申込みページにございますのでご確認、同意のうえお申込みください。

※法人会員とは、一般社団法人日本能率協会の法人会員を指します。
　法人会員ご入会の有無につきましては、右記HPにてご確認ください。  　https://www.jma.or.jp/membership/　
〈参加料に含まれるもの〉
●テキスト　●合宿を伴う場合は、宿泊費（国内）
※但し、プログラム上必要な場合に交通・食事を手配いたします。

松本　泰郎氏

東急グリーンシステム株式会社

取締役社長

（2018年ご参加当時：東急株式会社

 財務戦略室経理マネジメント部統括部長）

• ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

• ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

• エプソンアトミックス株式会社

• オムロン株式会社

• オリンパス株式会社

• 花王グループカスタマーマーケティング株式会社

• カシオ計算機株式会社

• 京セラコミュニケーションシステム株式会社

• 株式会社キッツ

• キヤノン株式会社

• キリン株式会社

• 株式会社構造計画研究所

• サッポロビール株式会社

• 人事院

• 新日本無線株式会社

• 住友商事株式会社

• ダイト株式会社

• 高砂熱学工業株式会社

• 株式会社竹中工務店

• テルモ株式会社

• 東京エレクトロン株式会社

• 東急株式会社

• 東京地下鉄株式会社

• 株式会社ニチレイフーズ

• 日揮株式会社

• 日清紡ブレーキ株式会社

• 日鉄ソリューションズ株式会社

• 日本信号株式会社

• 日本ゼオン株式会社

• 日本生命保険相互会社

• 日本製薬株式会社

• 日本電信電話株式会社

• 日本無線株式会社

• 東日本旅客鉄道株式会社

• 株式会社ブリヂストン

• 三菱ケミカル株式会社

• ヤマハ株式会社

• 株式会社LIXIL

過去の参加企業（一部、会社名当時）※50音順

修了生の声

普段会えないような経営者の方々から、生の声でいろいろなことを直接吸収できる、

こんなチャンスないなと思いました。毎回、自分をさらけ出しながら研修メンバーと

議論を重ねると、刺激を受けてモチベーションが湧いてくると同時に、自分の中で思

いがけない化学反応が起きて、まだまだ自分が変われることにも気づかされました。

メンタリングセッションでメンターから受けたアドバイスは自分の問題意識と合っ

ていたこともあり、当時は１日１回は思い出すほどで、自分をデザインしながら生き

ていくことにチャレンジし始めたという実感も湧いてきました。

コース内プログラム「社長就任演説」では、自身の覚悟や自社の将来について深く考

え、それをどのような言葉や態度で伝えるか考え抜きました。その後、グループ会社

の社長に就任した際、この経験が大いに活かされたのは言うまでもありません。経営

を実践する立場となった現在、研修で学び考えたことを様々な局面で思い出し活か

しながら、自分が理想とする経営者像に少しでも近づこうと日々格闘しています。



経営者に必要なぶれない“決断軸”と“経営観”を醸成する

第31期

大局的な事業観を持ち、持続的に自社を成長させられる次代の基幹人材を育成します

●５年後のCEO・CXO候補者

●経営人材として活躍が期待される方

ＥＭＣ 部長のための

エグゼクティブ・マネジメントコース

コースの特長

主な対象者

●役職：事業部長、本部長、部長、担当部長

●平均年齢：50.4歳（40歳台後半〜50歳台半ば）

過去参加者層

コースコンセプト

多様な対話や討議を積み重ね“物事の本質”に対する洞察力を磨きます。1

一流の講師、経営者、各界の第一人者と出会い、
各社を代表する参加者同士で切磋琢磨する、良質な成長機会があります。2

経営者として「我が社をどうするのか」という“志”と“覚悟”を醸成します。3

「世界観・歴史観・人間観」の涵養を通して、
大局的な事業観を研ぎ澄ます

●主な講師陣（敬称略・役職当時）2019年度実績

小林　正弥
千葉大学大学院
人文社会科学研究科 教授

松尾　睦
北海道大学大学院
経済学研究科 教授

ニコラス ベネシュ
会社役員育成機構
代表理事

三品　和広
神戸大学大学院
経営学研究科 教授

清水　勝彦
慶應義塾大学大学院
教授

山中　俊之
株式会社グローバルダイナミクス
代表取締役

単位 開催日程 メンタリングセッション 共同テーマ研究単位テーマ

経営の問いを立てる
 ・経営者として
　解決すべき
　「真の課題」とは？

今後実現すべき
企業経営とは？

※日程・プログラム内容等は変更になる場合があります。最新の情報はホームページでご確認ください。

プログラム概要（2020年度予定）
1st.ステージ

3日間

8月

 20日（木）〜22日（土）

3日間

9月

 17日（木）〜19日（土）

6日間

10月12日（月）〜17日（土）

3日間

11月

 12日（木）〜14日（土）

3日間

12月

 10日（木）〜12日（土）

3日間

2021年
 1月21日（木）〜23日（土）

3日間

2020年
 7月9日（木）〜11日（土）

2日間

2月

 9日（火）〜10日（水）

1

2

3

4

5

6

7

8

開催日程 主な内容テーマ
2nd.ステージ（フォローアップ研修）

2021年 『「自身の経営所信表明」をふりかえる』 成長を止めていないか
（自身の覚悟と取り組みの振り返り）

第2回
1on1
個別面談

社会課題・経営課題考察

中間報告会

最終報告会

「オープニングセッション」
「自分軸・価値観の探求」

「経営者に求められる倫理観、
　　　備えるべき危機対応力」

「経営の歴史から学べること
　　　～日本企業の競争力～」

「グローバル経営・
　　 海外ビジネス環境の体感」

「未来の経営のヒント」

「経営者の仕事を再考する
　　～自社の経営を問う～」

「日本企業の覚醒」
「社会(未踏)課題を解決する構想」

「経営者としての覚悟と構想」
（経営所信表明）

【東京・通い/開講式】

【東京・通い】

【国内合宿】

【海外合宿】

【東京・通い】

【国内合宿】

【東京・通い】

【東京・通い】

【開催地未定】

第１回
1on1
個別面談

経営観の
醸成

事業観

世界観
人間観
歴史観

構想

覚悟

大テーマ

【共同テーマ研究　発表】

【CEOプレゼンテーション】

（全8回・計26日間  ほか1on1個別面談2回）

メンタリングセッション

伊藤　嘉明
X-TANKコンサルティング株式会社
代表取締役社長兼CEO

下野　雅承
日本アイ・ビー・エム株式会社
名誉顧問

中根　滋
UWiN株式会社
代表取締役社長兼CEO

八木　洋介
株式会社people first
代表取締役

本コースでは、豊富な経営経験をもつ実務家による講義・車座対談・メンタリング（１to１個別面談）を実施します。
ご自身の経験をこれから日本を牽引する人材の成長につなげたいという熱い想いを持つ4人のメンターが、
個別に経営実践力強化のフォローを行います。

●メンター（敬称略・役職当時）2019年度実績　※氏名50音順

下野　雅承
日本アイ・ビー・エム株式会社
名誉顧問

網谷　駿介
戸田建設株式会社
取締役

榎戸　康二
創援株式会社
代表取締役社長

●コメンテータ（敬称略・役職当時）2019年度実績

共同テーマ研究

●ねらい
1 未踏課題に踏み込む勇気

2 大きな構図で物事を捉える訓練

3 既成概念にとらわれない思考

コース期間を通じて固定された５名前後のメンバーでチームを編成し、メンバーが共有する課題・テーマにもとづき研究活動

を行います。チームとして設定した未踏課題・テーマに対して、業界・業種や企業風土などが異なる多様な価値観を持っ

たメンバーが、個々の持つ経験や見識を持ち寄り議論を深めることによって、チームとしての創発を生み、創造的かつ実

践的な施策を描きます。

また、緊密な研究活動を通じて、チームメンバー相互の信頼関係と人的ネットワークを形成します。

共同テーマ研究では、｢未踏課題｣とされる問題に取り組みます。｢未踏課題｣は一朝一夕には解決がままならないもの

であり、問題をよく見極め、答えのないものに答えを出す判断力と決断力が必要となります。

経営者にとって必要な｢踏み込む勇気｣という点について疑似体験することを意図しています。

健全な社会認識を問うからには、大きな構図で問題を捉え、利害関係者を定義していくことが不可欠になります。

こうしたことも、将来経営を担う存在になったときに必要となるものの見方や考え方であり、

チームでの議論もその訓練としての役割があります。

新聞やメディアから得た情報を元に、机上の議論だけで安易に答えを出すようでは革新的な発想は出てきません。

共同テーマ研究でも、研究対象の現地視察･現場の訪問をはじめ、企業経営者や関係者へのインタビューを通じて、

実務や現地現物に裏付けされた常識に縛られない“自らの考え”を追求します。

ぶれない決断軸と自身の経営観

メンバーとの
切磋琢磨と共感

8か月のINPUT
とOUTPUT

※2019年実績

※渡航先により11日が移動日
　になる場合があります

【　　　 　】


