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詳細

対象者
⽇本で現在⼜は将来マネジメントに関わるハイポテ

ンシャルな管理職で働く⼥性

⽇程
2022年9⽉から11⽉

場所
在⽇フランス商⼯会議所

⾔語
⽇本語

証明書
プログラム修了時に、グロービスから証明書が発⾏され 
ます

締め切り
2022年7⽉30⽇

参加費

 会員企業 550,000�円�(税別)*�
⾮会員 850,000�円（税別）

*資料、プラットフォーム等のアクセス、ラン�
チ、カクテルパーティ等を含む。�

⾮会員の⽅はtraining@ccifj.or.jpまで
お問い合せください。

お問い合せは TRAINING@CCIFJ.OR.JP まで

プログラム

アンバサダー

カルティエジャパンのプレジデント＆CEOである
宮地純⽒を、ウーマン・イン・ビジネス・プログラ�
ムの⼥性アンバサダーとしてご紹介いたします。
ラグジュアリー業界ですばらしい経歴を持つ宮地⽒�
の経験と洞察⼒は、すべての⼥性にとって有意義な�
ものとなるでしょう。���



研修セッション

1 リーダーシップ
 2022年9月16日 午前9時 - 午後5時

2 戦略的思考 
2022年9月29日 午前9時 - 午後5時

3 組織リーダーシップ 
2022年10月14日 午前9時 - 午後5時

4 パワーと影響⼒
2022年10月28日 午前9時 - 午後5時

5 交渉＆異⽂化セッション
2022年11月8日 午前9時 - 午後5時

6 志＆振り返り
2022年11月21日 午前9時 - 午後5時

7 CCIFJコーチングセッション、ラウンドパ 
ネルディスカッション＆ プログラム修了式
2022年11月25日 午前9時 - 午後5時

在⽇フランス商⼯会議所は

ウーマン・イン・ビジネス・プログラムを 
2022年9⽉から11⽉に開催いたします。

 

当プログラムは⽇本で働く⼥性を対象者としま�
す。
各テーマは実⽤的なビジネススキルを参加者様�
に体得していただき、ハイレベルなビジネスネ�
ットワークを深めることを⽬的とします。�

在⽇フランス商⼯会議所のネットワークの影響�
⼒のある⼥性が率いるラウンドパネルディスカ�
ッションを最終セッションに開催いたします。

当プログラムは、⽇本最⼤のビジネス⼤学院、�
東京の提携⼤学�グロービス経営⼤学院の教授に�
よって提供されます。



 初回のセッションは、チームビルディングを兼ねたキックオフとし�
て、ご⾃⾝のリーダーシップスタイルや課題を取り扱います。

参加者の皆様で、リーダーシップとは何か？を探求したり、⼥性リー�
ダーが直⾯しがちな課題を考えたりしながら、各⾃が成⻑し、成功す�
るために必要なことは何なのか？を共に考えていきます。

また、当セッションでは⽇本で活躍される⼥性リーダーに必要なこと�
に触れながら、皆様の今後のリーダーシップ開発の⽅向性を考え、コ�
ミットメントシートを作成します。

2 戦略的思考

君島 朋⼦（きみじま ともこ）

グロービス　ファカルティ本部長
マネジング・ディレクター
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1 リーダーシップ
2022年9⽉16⽇（⾦）

2022年9⽉29⽇（⽊）

 本セッションでは、�⽇本企業や⽇本で活動する多国籍企業のビジネ�
スケースを活⽤しながら、�企業経営における戦略の役割と基本的な戦�
略のフレームワークを学びます。

また、参加者の皆様には、競争優位を確⽴するために必要な戦略的要�
素は何かを理解し、⾃社のビジネス環境、顧客ニーズ、および現在の�
戦略を分析するための⼿法を習得します。

さらには、ビジネスにおいてより良い意思決定や提案を⾏うために必�
要な、戦略上の課題を特定する⽅法について学ぶ中で、⾃社の置かれ�
る状況を的確に捉える能⼒を⾼めていきます。

下道 陽平 (しもみち ようへい)
グロービス教員

3 組織リーダーシップ

 本セッションでは、「組織リーダーシップ」に焦点を当て、複数の�
ビジネスケースを活⽤しながら、実践的なビジネスシーンにおける組�
織変⾰やチームを率いるために必要なリーダーシップスキルについて�
学びます。

また、急速に変化する環境下でのアジャイルチーム・マネジメントと�
組織変⾰の⽅法論についても学び、環境変化の激しい状況の中でリー�
ダーとしてどのような役割を果たしていくべきかを共に考えていきま�
す。

2022年10⽉14⽇（⾦） 林 恭⼦ （はやし きょうこ）

グロービス教員



4 パワーと影響⼒
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2022年10⽉28⽇（⾦）

 本セッションでは、「パワーと影響⼒」に焦点を当てて、パワーを�
適切に⾏使することで他者の⾏動に影響を与える⽅法を学習します。

参加者の皆さんは、部下、上司、他部署のメンバー達に影響⼒を⾏使�
し、臨んだ成果を得るために、複数のケースを⽤いながら、さまざま�
なタイプのパワーと影響⼒について検討します。

また、⼥性プロフェッショナルが直⾯するユニークな課題（すなわ�
ち、男性中⼼のビジネス環境においていかにして信頼性を構築する�
か？どのように影響⼒を⾏使するか？）についても検討し、より良い�
リーダーシップが発揮できる⽅法を学んでいきます。

⽥岡 恵 （たおか めぐみ）

グロービス教員

5 交渉＆異⽂化セッション
2022年11⽉8⽇（⽊）

交渉：

 本セッションの前半では、「交渉」に臨む上での基�
本的な考え⽅を学んでいきます。まず、交渉の基本で�
ある⼆者間の交渉におけるポイントについての要諦を�
押さえた上で、対⽴が⽣じた際の双⽅での価値創造の�
進め⽅や、価値創造を阻害してしまう場合の要因、ま�
た参加者⾃⾝の交渉のスタンスやスタイルについても�
ロールプレイを⾏いながら理解を深めていきます。

異⽂化セッション:

 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や異⽂化間における効果的なコ�
ミュニケーションの⼿法を習得します。

平⼭ 宗隆 

（ひらやま むねたか）

グロービス教員

Japan Consulting Office
 



6 志＆振り返り
君島 朋⼦（きみじま ともこ）

グロービス　ファカルティ本部長
マネジング・ディレクター
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2022年11⽉21⽇（⽉）

 本セッションの前半では、「志」に関する重要性とその影響につい�
て学びます。1⼈の⼥性リーダーとして個⼈的な使命を持ち、その使�
命に忠実であることとはどういうことか？⾃分の核となる価値観とは�
何か？を考えながら、⾃分⾃⾝が成し遂げたい想いとは何なのかにつ�
いて考えを巡らせていきます。また、参加者の皆さんには、セッショ�
ンの終盤で⾃分⾃⾝の志や⽬標を他のリーダーの⽅々とも共有いただ�
くことで、参加者同⼠の強⼒なネットワークを構築していきます。
また、本セッションの後半では、「振り返り」の機会を設けており、�
3ヶ⽉間を通じた学びを振り返り、プログラムで得たものは何か？業�
務に活かせることは何か？今後、組織でリーダーシップを発揮するた�
めにどのような⾏動をとっていくかを整理します。また、参加者同⼠�
で⾃分⾃⾝のコミットメントを共有する機会を設け、互いの活動を⽀�
え合う良きコミュニティを醸成していきます。

7 CCIFJコーチングセッション、ラウンドパ 
ネルディスカッション＆ プログラム修了式

2022年11⽉25⽇（⾦）

本セッションでは、ネットワーキングを兼ねて「Women�in�
Business�2021」の参加者もお招きいたします。午前のセッションで�
は、FUMIコンサルティングによるコーチングセッションを開催しま�
す。
午後には、在⽇フランス商⼯会議所のネットワークの影響⼒のある⼥�
性が率いるラウンドパネルディスカッションを開催いたします。その�
後、修了式で修了証明書を授与いたします。

グロービス（GLOBIS) 
2006年の開学以来、⼊学者数は伸び続け、国内最⼤の経営⼤学院と�
なり、各界のリーダーとして活躍をしています。�

日本最大のMBA : グロービス大学は日本最大のビジネススクール

革新的で実用的 : テクノロジーに焦点を当て、アジアで初めてライブ 

オンラインMBAを提供

Global Tokyo : 10万人以上の国際的ビジネスネットワーク



お問い合わせは  training@ccifj.or.jp まで

スポンサー企業：

2021年度 ウーマン・
イン・ビジネス データ

参加企業の⼀覧 : 

Air Liquide
Bel Japon
Biomerieux Japan
Bollore

Cartier
Ciel Terre
Mazars
Orano

Valrhona Japon
Westlake Akishima


