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研修カレンダー2022

1⽇研修

グローバル・マネージャー・プログラム2022 (英語)

ウーマン・イン・ビジネス2022 (⽇本語)

エグゼクティブ・プログラム

7⽉ 11, 12⽇Module 5 : デザイン思考 

Module 1 :
Module 2 :
Module 3 :
Module 4 :
Module 5 :
Module 6 :
Module 7 :

在⽇フランス商⼯会議所とESSECが協⼒し、⾼い潜在能⼒を持った管理職や、将来のリーダー候補の⽅に向けたプログラム。各セッ
ションのお申込み可能。

リーダーシップと管理の基礎をカバーし、包括性と男⼥平等の概念に焦点を当て、キャリアのさまざまな段階のビジネスウーマンの

⽅に向けたプログラム。

タイトル

ニューノーマルにおけるチームの導き⽅

プレゼンテーションスキルを向上させる 

外国⼈との効率的なコミュニケーションの取り⽅・働き⽅

ファイナンスの基礎

ビジネスコミュニケーション英語とライティングのスキルアップ

あらゆるレベルのリーダーシップ

効率的なミーティングにする⽅法

組織内での問題解決⼿段

⽇付

7⽉05⽇

7⽉08⽇

9⽉07⽇

9⽉20⽇

10⽉18⽇

10⽉25⽇

11⽉10⽇

12⽉08⽇

研修企業

Okada Expert and Coach

Dale carnegie

Japan Consulting Office

Iguchi Finance Accounting

Lifecrack

Okada Expert and Coach

Lifecrack

Fumi Consulting

⾔語

⽇本語

英語

⽇本語

⽇本語

英語・⽇本語

⽇本語

⽇本語

英語

 

リーダーシップ

戦略的思考

組織リーダーシップ

パワーと影響⼒

交渉＆異⽂化セッション

志＆振り返り

ラウンドパネルディスカッシ＆プログラム修了式

9⽉16⽇
9⽉ 29⽇
10⽉14⽇
10⽉28⽇
11⽉8⽇
11⽉21⽇
11⽉25⽇

延期



チームの元気・協⼒度が落ち気味・不満は募り勝ち・反対意⾒ 
やネガティブな感情が表現されるとオンライン・ハイブリッド 
での対応が苦⼿？でなくなる

モチベーションが低い時は如何にする？実践的な対処を体で覚 
える

 チームのResilience 反発⼒・柔軟性を⾒事に発揮させモチベー 
ションを⾼める

 リーダー⾃⾝のモチベーションも⾼めるべき

Authenticity研修規則
 模擬のロールプレイでなく、参加者⾃⾝の体験・ケースをフ 
ルに使い、コーチとライブで解決法を⾒出す

 グループワークを通じて他の参加者・分野・経験・国際⽂化 
シェアとベンチマーク

チームとリーダーのモチベーション：動機と特性を習得しオン 
ライン・ハイブリッド環境でのインパクトを理解する

 Covid Fatigueとモチベーション：リーダーとチームは 
Resilience 反発⼒・柔軟性をこなし回復基調
 Positive Psychology 。ゲシュタルト⼼理学のテクニックを使い 
Empathy を体で覚える 
 知らぬうちにチーム内で仲間⼊れ・仲間割れが⾏われていま 
せんか？違う視点からモチベーションを考える

グループコーチング、ライブでコーチと対話。ケースをデモ。 
具体的な問題解決の体験。

多⽂化リーダーシップスタイルの違いも学べる。 
 研修中も参加者の希望次第でFlexibleにENG, JPN, FR語可能。

⽬的

研修⽅法

研修内容

 
研修のメリット

コーチについて
岡⽥ 薫

国連開発・世界銀⾏13年、ルノー⽇産で⼈事部⾨・管理職17年の 
勤務の後、イギリスでエグゼクテイヴコーチングの最⾼資格を習 
得。その後独⽴し⽇仏⽂化富んだコーチング・研修のコンサルテ 
ィングサービスを本拠地パリから提供。

ニューノーマルにおけるチームの導き⽅

⽇付: 2022年7⽉5⽇
⾔語: ⽇本語

CCI FRANCE JAPON

対象者
-若⼿社員・経験者・多部署を含む 
チームのマネジメントや複雑なプロ 
ジェクトの操作を運営する担当者・ 
管理職・昇格予定の⽅

 -チームのストレスを低減し皆のモ 
チベーションとチームワーク・能 
率・貢献を向上させたい⽅

 -オンライン・ハイブリッドのチー 
ム・モチベーションの動機や特性を 
理解したい⽅

研修企業

Okada Expert and Coach

2022年7⽉5⽇（⽕）

14:30 - 17:30

オンサイト(CCIFJ) /
 オンライン(Zoom) 

⽇本語

CCIFJ 会員: 20,000 円
⾮会員: 40,000 円
(税別)

OKADA EXPERT 
AND COACH



説得⼒のあるプロフェッショナルとして尊敬されるようになる 
考えや資料を論理的かつ効果的に整理する 
視聴者との強い個⼈的なつながりを築く

⼩グループでコーチングを受けます

モジュール1-信頼性の向上 
モジュール2–より⼤きな影響を与えるコミュニケーション 
モジュール3–他者のやる気を引き出す

サポーティブな環境で学ぶ 
可能性を最⼤限に引き出す

⽬的

研修⽅法

研修内容

 
研修のメリット

コーチについて
デール・カーネギー・ジャパン⼊社以前、グレッグ・ストーリー 
博⼠は企業研修の分野で豊富な経験を積んできました。北東アジ 
アにおけるオーストレードでトレーニング・プログラムを⽴ち上 
げました。新⽣銀⾏では、新⽣ビジネススクール（⽇本における 
新⽣リテール銀⾏の企業内研修）を設⽴し、リテール銀⾏での 
Train-the Trainerプログラムおよびカリキュラムを開発しました。

プレゼンテーションスキルを向上させる

⽇付: 2022年7⽉8⽇
⾔語: 英語

CCI FRANCE JAPON

対象者
グループの前で強い影響を与え る 
ためにプレゼンテーションス キル 
を向上させたいビジネスパ ーソン 

研修企業

Dale Carnegie 

2022年7⽉8⽇（⾦）

14:00 - 17:30

オンサイト(CCIFJ)  

英語

CCIFJ 会員: 22,000 円
⾮会員: 40,000 円
(税別)



外国⼈の同僚や顧客と上⼿にコミュニケーションを図り、効率 
よく仕事を進めるのに必要不可⽋なスキルを⾝につけ、彼らと 
の⽇常業務の⽣産性をさらに向上させるためのノウハウを習得 
します。

少⼈数制なので、⾮常にインタラクティブな受講者参加型の⽇ 
本語による楽しいオンライン研修です。セルフ・アセスメント 
（⾃⼰分析）、活発な質問や話し合い、実例に基づいたケース 
スタディー、それにビデオなど、学びを強化する多様な教授法 
を通して実践に繋げます。⽇本や海外で豊富な勤務経験を持つ 
講師が、個⼈的なエピソードなども交えながらさまざまなアド 
バイスをします。

外国⼈と働く⽇本⼈がしばしば直⾯するチャレンジTOP５
 異⽂化間における効果的なコミュニケーションの⼿法（会 
話、メール、仕事の依頼、説得、など）

 異⽂化間における効果的な話し合いやミーティングのコツお 
よび便利な英語表現

 思決定プロセスや情報共有をはじめ、「報連相」の⽋如など 
に⾒られる商習慣の違いに上⼿に対応する⽅法

 職務責任の認識やお詫びなどにおける⽂化的な違いに上⼿に 
対応する⽅法、など

ヨーロッパのビジネスマンが⽇本語で提供します。外国⼈の同 
僚と最もよく協⼒して管理する⽅法についてのヒントやアドバ 
イスを受け取ることができます。

⽬的

研修⽅法

研修内容

 
研修のメリット

コーチについて
オリビエ・ヴァン・ベネデン Olivier van Beneden
 > 学習院⾼等学校に交換留学
 > ルーバンカトリック⼤学⽇本学科卒業
 > 関西⼤学修⼠課程修了
 > ⽇本にてコンサルティング会社に勤務 ４年間（プライスハウ 
スクーパーズ）

 > ベルギーにてブリヂストンヨーロッパ本社勤務 ３年間
 > JCO設⽴（ブラッセル）

外国⼈との効率的なコミュニケーションの取 
り⽅・働き⽅

⽇付: 2022年9⽉7⽇
⾔語: ⽇本語

CCI FRANCE JAPON

対象者

外国⼈の同僚や顧客と上⼿く仕 
事をするためのスキルを⾝につ 
けたいと考えているすべてのビ 
ジネスパーソン。

研修企業

Japan Consulting Office

2022年9⽉7⽇（⽔）

14:00 - 17:30

オンライン(Zoom) 

⽇本語

CCIFJ 会員: 22,000 円
⾮会員: 40,000 円
（税別）



財務諸表とは何か、なぜ必要なのかを理解する

損益計算書（Ｐ∕Ｌ）、貸借対照表（Ｂ∕Ｓ）、キャッシュフロ 
ー計算書（Ｃ∕Ｓ）の財務３表の基本を学ぶ

財務・会計の基礎を理解することで、⾃分の部⾨や経営への改善 
に繋げる

講義

ケーススタディを使った練習問題

財務諸表とは？

「損益計算書（P / L）」、「貸借対照表（B / S）」、「キャッシ 
ュフロー計算書（C / S）」の読み⽅
ドキュメントを分析する⽅法ケーススタディ

経理・財務部⾨以外の⽅を対象としたセミナーで、基本から丁寧 
に解説

要点を1⽇集中セミナーで効率的に習得
講義と演習をバランスよく組み合わせた実践的な構成

外資系企業を多く担当する公認会計⼠による講義

⽬的

研修⽅法

研修内容

 
研修のメリット

コーチについて
井⼝⼀成

公認会計⼠と税理⼠であり、IALの共同設⽴者。KPMG Japanフランス 
のデスクに⼊社する前は、TAC（会計学校）で会計を教授。公開企業 
とその世界⽀社の監査、（会計/内部統制）監査・報告、IPOサポー 
ト、IFRS転換を専⾨としています。2011年7⽉に井⼝会計/税務署を設 
⽴。

ファイナンスの基礎

⽇付: 2022年9⽉20⽇
⾔語: ⽇本語

CCI FRANCE JAPON

業務でファイナンスの基礎知 
識が必要とされている⽅

財務・会計の基本を理解した 
い⽅

部⾨やチームの数字につい 
て、⾃信をもって話せるよう 
になりたい⽅

財務・会計の基礎をあらため 
て学びなおしたい⽅

対象者

研修企業
Iguchi Accounting Tax Office 

2022年9⽉20⽇（⽕）

09:00 - 13:00

オンライン(Zoom) 

⽇本語

CCIFJ 会員: 22,000 円
⾮会員: 35,000 円
(税別)



効果的なライティングコミュニケーションの基本を理解する 
英語で説得⼒のあるメールを作成するためのシンプルなフレ 
ームワークを取得する 

短い講義の後にグループで練習問題に取り組みます。

マーケティングコミュニケーションのスペシャリストによって 
⾏われます

⽬的

研修⽅法

研修内容
-講義：メールの部分 
-練習：メールの部分にラベルを付ける 
-練習：アクションへ導く 
-講義：箇条書きでメールを修正する 
-練習：独⾃のSCRAPメールを作成する 
-講義：メールの形式 
-練習：直接質問と間接質問 
-講義：意図と知覚 
-練習：⾳読 
 
研修のメリット

コーチについて
Hana Niki 
14年以上の専⾨的な経験があり、国際的に認められたブランドで 
働いてきました。⾼級オーガニック寝具ブランドの⽴ち上げ、⼩

規模な家族経営からのマーケティング戦略の拡⼤などに貢献。 ビ 
ジネスレベルの⽇本語（JLPTN2）に堪能。オハイオ州⽴⼤学で マ 
ーケティングの理学⼠号を取得し、フィッシャーペースセッタ ー 
賞を受賞。ワシントンDCのジョージワシントン⼤学でMBAを取 
得。 

ビジネスコミュニケーション英語とライティ 
ングのスキルアップ

⽇付: 2022年10⽉18⽇
⾔語: ⽇本語・英語

CCI FRANCE JAPON

対象者
英語の基本を習得し英語でのメ ー 
ル作成のポイントを学びたい⽅。 
ビジネスシーンで使える英語を 学 
びたい⽅。 
レベル：中級（TOEIC 600以 下） 

研修企業

Lifecrack

2022年10⽉18⽇（⽕）

9:00 - 12:30

オンライン(Zoom) 

⽇本語・英語

CCIFJ 会員: 18,000 JPY
⾮会員: 22,000 JPY
(税別)



チームの元気・協⼒度が落ち気味・不満は募り勝ち・反対意⾒ 
やネガティブな感情が表現されるとオンライン・ハイブリッド 
での対応が苦⼿でなくなる

モチベーションが低い時はのを実践的な対処⽅法を体で覚える

チームの反発⼒・柔軟性を⾒事に発揮させモチベーションを⾼ 
める

リーダー⾃⾝のモチベーションも⾼める 

模擬のロールプレイでなく、参加者⾃⾝の体験・ケースをフル 
に使い、コーチとライブで解決法を⾒出す

グループワークを通じて他の参加者・分野・経験・国際⽂化シ 
ェアとベンチマーク

チームとリーダーのモチベーション：動機と特性を習得しオン 
ライン・ハイブリッド環境でのインパクトを理解する

Covid Fatigueとモチベーション：リーダーとチームは 反発 
⼒・柔軟性をこなし回復基調

Positive Psychology 。ゲシュタルト⼼理学のテクニックを使い 
Empathy を体で覚える 
知らぬうちにチーム内で仲間⼊れ・仲間割れが⾏われてい 
ませんか？違う視点からモチベーションを考える

グループコーチング、ライブでコーチと対話。ケースをデモ。 
具体的な問題解決の体験。

多⽂化リーダーシップスタイルの違いも学べる。 
研修中も参加者の希望次第でFlexibleにENG, JPN, FR語可能。

⽬的

研修⽅法

研修内容

 
研修のメリット

コーチについて
岡⽥ 薫

国連開発・世界銀⾏13年、ルノー⽇産で⼈事部⾨・管理職17年の 
勤務の後、イギリスでエグゼクテイヴコーチングの最⾼資格を習

得。その後独⽴し⽇仏⽂化富んだコーチング・研修のコンサルテ

ィングサービスを本拠地パリから提供。

あらゆるレベルのリーダーシップ

⽇付: 2022年10⽉25⽇
⾔語: ⽇本語

CCI FRANCE JAPON

対象者
-若⼿社員・経験者・多部署を含む 
チームのマネジメントや複雑なプロ 
ジェクトの操作を運営する担当者・ 
管理職・昇格予定の⽅

-チームのストレスを低減し皆のモ 
チベーションとチームワーク・能 
率・貢献を向上させたい⽅

-オンライン・ハイブリッドのチー 
ム・モチベーションの動機や特性を 
理解したい⽅

研修企業

Okada Expert and Coach

2022年10⽉25⽇（⽕）

14:30 - 17:30

オンライン(Zoom) 

⽇本語

CCIFJ 会員: 22,000 JPY
⾮会員: 35,000 JPY
(税別)

OKADA EXPERT 
AND COACH



協働をするための基本ツール「会議」を意識的に設計するため 
の概念を理解しすること。

 ⼤きなプロジェクトから⽇常の会議まで、協⼒関係の質を⾼ 
めるための⼿法を実践してみること。

会議の⼿法を紹介するレクチャー

 学びを深堀りするためのグループディスカッション
 実践的なエキササイズ

リーダーシップ vsデザイン
ホストvsファシリテーター
創造の三つのステップ

協働関係のデザインフレームワーク

会社で⽇々、会議をしますが、ミーティングの設計にどれほど 
の時間と⼒を注ぐのでしょうか。本トレーニングでは、効果的 
な場づくりについて考察し実践ができる。

会議からより⻑期的なプロジェクトを設計するための使いやす 
く、シンプルなモデルが⼿に⼊る。

⽬的

研修⽅法

研修内容
全てのモジュールは短いレクチャーとグループディスカッション

で進める：

 
研修のメリット

コーチについて
パトリック・ロードンは東京を本拠地とする合同会社LifeCrackの 
代表社員。⾼校時代に来⽇し、複数の会社を⽴ち上げたあと、⽇

本をリードするコーチングファームに⼊社。⽇本語、英語、フラ

ンス語でコーチングと組織開発プロジェクトに従事し、独⽴後今

に⾄る。現在はエグゼクティブコーチングと組織開発のコンサル

ティングサービスを提供する。

効率的なミーティングにする⽅法

⽇付: 2022年11⽉10⽇
⾔語: ⽇本語

CCI FRANCE JAPON

対象者

会社で⽇常の会議から、より複雑な 
プロジェクトまで、⼈と⼈が協⼒す 
るミーティングでより主体的な参加 
やより積極的な参加を促したい⽅を 
対象にしている。⾃分が会議やプロ 
ジェクトの企画またはファシリテー 
ションをする⽴場であればためにあ 
る理論と実践になる。

研修企業

Lifecrack

2022年11⽉10⽇（⽊）

09:00 - 12:00

オンライン(Zoom) 

⽇本語

CCIFJ 会員: 20,000 円
⾮会員:  35.000 円
(税別)



問題の定義の仕⽅と問題を解決する様々な⼿法を学びます。強 
調すべき点は、本トレーニングは問題を解決するうえで必要と 
なるマインドセット、そしてチームでの取り組みを重要視して 
いることです。共通のゴールに向かってメンバーが⼀つになり 
解決に向かって共に取り組むために必要となる視点、アプロー 
チの仕⽅や具体的な⼿順を学びます。さらに、着実に問題を解 
決するにあたって効果的なOODAアプローチをご紹介いたしま 
す。

問題の定義の仕⽅と解決法を学び、問題解決のアプローチとツ 
ールを⾝に着けていただきます。

問題とは何か

必要となる、視点、姿勢、そして“⼤きく考える”マインドセッ 
ト

 システミックアプローチ 
 チーム・ビルディング
 OODAアプローチと問題解決プロセス（⽬標設定、情報収集・ 
観察、真の問題特定、対策案決定、フォローアップ、効果検 
証）

 様々な問題解決ツール

⽬的

研修⽅法

研修内容

研修のメリット
本トレーニングでは、学びをより良いものとするために、ロール

プレイ（オンサイトのみ）や参加者との活発なディスカッション

を含んでいます。

コーチについて
蔵本オーバン真紀⼦ （⼼理学博⼠）
 ・10年以上の⾃動⾞業界でのマネジメント経験 
・国内・海外向けプロジェクトマネジメント

・プロジェクトマネジメントの仕組みと⼿続きの導⼊

・専⾨分野：組織⼼理学、発達⼼理学、家族⼼理学、異⽂化⼼理

学

・⼤学⾮常勤講師（⼼理学、英語、統計）

組織内での問題解決⼿段（英語）

⽇付: 2023年に延期
⾔語: 英語

CCI FRANCE JAPON

対象者

問題解決スキルを向上させたい 
ビジネスパーソン。

研修企業

Fumi Consulting

2023年に延期

10:00 - 17:00

オンサイト(CCIFJ)

英語

CCIFJ 会員: 35,000 円
⾮会員: 45,000 円
(税別)

延期



在⽇フランス商⼯会議所

⼈材育成部

French Chamber of Commerce and Industry in Japan
Learning and Development Department
Email: training@ccifj.or.jp

www.ccifj.or.jp

In Partnership with...

OKADA EXPERT AND COACH


