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学習準備プログラム “コレカラ！（Core Care）” 

  運動同様、本格的学習に取り組む前に準備として基礎力の点検と強化をはかります 

  ◆報告・連絡・相談 学習メール 一般35講＋上司版5講、計40講 

  ◆読み書きソロバン 学習メール 漢字7問＋計算問題3問、40配信 

  スポーツも芸術も学問も、プロフェッショナル・スクールは常に基礎訓練から始めます 
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公開講座“イノコレ！（Innovation Core）” 

イノベーションや業態転換、組織変革、新規開拓など従来とは違うことを新たに手がける
上で必要な基礎知識・スキル・マインドを総合的に養成します。アイデアの発想法・整理
法・表現法、マーケティングの基礎知識、リーダーシップ・スキル等を体験的に習得します         
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公開講座“オイコス！（Open Innovation Core Skill  ）” 
オーナー企業1社がイノベーションのテーマ（新規事業等）を持ち込みます 
それをコンサルタントと一緒にチームを組んで、調査・分析し、実施計画の
立案までを行います。その一連のプロセスからイノベーションを体得します           
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能力開発プログラム体系 

本パンフレットはここです 
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はじめに 
能力開発の方向性 

●能力開発の効果性 
 

 「企業は人なり」という言葉がありますが、業種・業界を問わず、発展する企業にはその発展の原動力となった人々が必ず

います。そのような意味で企業内教育訓練は必要な、そしてリターンの大きな投資と考えられてきました。実際に高度成長期

には急速に拡大する企業を下支えしたのは各種マネジメント・トレーニングでした。指揮命令系統・責任権限の明確化。職務

配分・評価・動機づけ・部下育成、チームビルディング、PDCA、品質管理、組織開発、戦略立案等々、時代とともに内容は

変わりつつも、確かに一定の効果を上げてきました。 

 

 しかし1990年代以降、能力開発の効果性は低下して 

きているのではないかと感じることが多発しました。 

 

 たとえば、人材育成に力を入れてきた名門企業でも 

赤字転落が少なくありません。様々な要因があるにせ 

よ、それに対処することが経営人材の手腕ですから、 

どう考えても優秀とはいえません。 

 

 さらにリストラが常態化しました。そして一流企業 

で管理職を務めた人ですら、再就職に苦戦することは 

珍しくありません。コストをかけて培ってきた能力に 

買い手がないとするならば、能力開発の効果があった 

といえるでしょうか。 

 

 高度成長期に有効だったのは内容が時代のニーズに合っていたからです。その効果性が落ちたとすれば時代のニーズに合っ

ていないからに違いありません。「何が次世代の経営人材に求められる能力であり、それはいかに開発可能か」弊社は経営の

発展に資するコア人材の能力開発とは何かに焦点を絞り、それを開発することに特化してまいりました。 

 

 

●経営が目指すオープンイノベーション 
 

 人材育成はその影響の長さから長期的視点が求められます。したがって次世代のコア人材の育成は、表層的なテクニックや

一過性のテーマではなく、これから長期にわたって企業が直面する経営課題に対処する能力の開発が求められます。その中で

もOJTや職場経験等での能力開発が困難な部分こそ、もっとも求められている能力開発ニーズです。 

 

 このような観点から調べると、ほとんどの企業に共通する長期の経営課題はグローバル化とイノベーションです。このうち

グローバル化は語学力も含めて海外経験を通して現場習得する部分が少なくありません。これに対してイノベーションは、そ

もそも現場経験そのものができません。まさに、重要にして開発困難な能力が、イノベーション力です。 

  

 イノベーションは定型的方法がありません。むしろ定型や常識の 

創造的破壊からイノベーションが生まれますので、当然失敗が多く 

リスクも伴います。 

 

 多くの企業は、効率化を図り人員やコストを切り詰めている中で 

成功確率の低い試行を繰り返す余裕はありません。またスピード的 

にも自前主義では競争に勝てません。そこで、業種・業界、企業規 

模の大小を問わず、イノベーションは、他社とのアライアンスによ 

るオープン・イノベーションが主流になりつつあります。 

 

 連携にはM&A、業務提携、技術提携、共同研究等々様々な形があ 

りますが、業種・業界・地域・産学官・営利非営利を問わず連携し 

た方がイノベーション成功の確率が高まることが明らかになりつつ 

あります。もちろん簡単ではありません。自社内だけでも大変なこ 

とを、流儀も利害も違う他のメンバーとともに行うのですから従来 

とは違う能力が求められます。 

 

 それぞれの分野の高度な専門性が必要なことは言うまでもありませんが、専門能力だけではイノベーションは起きません。

とりわけイノベーションの中心が技術開発からより広範なビジネスモデルの革新に移ってくると、それぞれの分野をつなぐ、

まさにシュンペーターの唱えた「新結合」こそイノベーションに求められる最も重要なスキルになります。 

 

●コミュニケーション能力の現状と必要性 
 
 コミュニケーション能力がビジネスにとって重要であることは常識ですが、とりわけオープン・イノベーションにおいては 

その高度な能力が求められます。これが弱ければプロジェクトは進みませんし、下手をすれば崩壊します。 

 

 集団主義であまり自己主張をせずチームワークに長けている日本企業同士でも、実際にチームを組むとほとんど話が通じ 

ないことが珍しくありません。お互いが、一般用語だと思って社内用語を使っていたり、多義的解釈ができる玉虫色の表現 

や、本音とタテマエの使い分けなど、実にやっかいな状況が起きます。 

 

 その背景には、コミュニケーション能力の学校教育における日本の特殊事情があります。国際比較をしてみるとはっきり 

分かりますが、小学校から大学まで、日本の学校教育の中には母国語によるコミュニケーション教育がほとんどありません。 

  

 日本はほぼ同一民族・同一言語で識字率も高く、極めてハイコンテクストな社会です。その上、企業はながらく終身雇用 

年功序列的人事施策をとっていたために、かつてはコミュニケーションの教育などしなくても意思疎通には困らない社会環 

境にありました。「あうんの呼吸」「いわずもがな」で十分通じたのです。 

 

 その結果、欧米では小学校低学年からビジネスで使えるレベルの文章の書き方、読み方、要約、批判の仕方、スピーチ、 

ディスカッションからディベート、プレゼンテーションに至るまで、コミュニケーション技術を膨大な時間をかけて教えて 

いるのに対して、日本の学校教育には言語技術といえるような教育はほとんど見当たりません。 

 

 日本では基礎教育を学校で職業教育を企業内でという役割分担ができていることも一因かもしれませんが、 OECD加盟国 

の中で学校教育においてビジネスに必要なコミュニケーション能力の教育を全く行っていないのは日本だけです。 

 

 それでは学校で教えていない分を補うほど企業はコミュニケーションの基礎教育に力を入れているでしょうか。おそらく 

大半の企業は新入社員教育の中で断片的に教える程度ではないでしょうか。最近はコーチングやアサーションなどある種の 

コミュニケーション派生研修も見られますが、これらはコミュニケーションの基礎教育とはまったく別物です。 

 

 もちろんビジネスをする上でコミュニケーションは不可欠ですから、企業では現場のOJTでそれを教えています。挨拶の 

仕方、マナー敬語から始まって、報告書、提案書、稟議書の書き方、会議での発言の仕方、説明・説得や交渉など、仕事に 

必要なコミュニケーション技術は一通り教えます。教わる側もそれができないと仕事にならないので必死で学びます。 

 

 初めて教わったことですからこれをコミュニケーションの基礎と思い込みますが、実は現場はどこであれ特殊事情の中に 

ありますから、そこで教わったことは基礎ではなく特殊なやり方です。極端な場合は上司が替わるとコミュニケーションも 

変わります。これを基礎と思い込むと、職種・職場ごとに違うわけですから実は微妙なズレが起こります。 

 

 その結果、話が通じない、議論がかみ合わない、迅速な決定ができない、新しい発想が出ない、部門間に壁がある、そし 

てそれらの問題を認識しつつも解決できないというお悩みをよく伺います。これらはどう見ても、高度な経営戦略上の問題 

などではなく、単にコミュニケーションがうまくいっていない故に起こる現象です。 

 

 

●コミュニケーション能力開発の費用対効果 
 

 このような背景から弊社では、コミュニケーション能力の強化を、次世代コア人材養成の必須プログラムとしています。 

 

 なぜならばコミュニケーションはビジネスの全局面に影響するからです。経営幹部ともなれば、自分自身の手でやる仕事 

は少なくなり、誰かに指示する仕事が大半になります。その指示を出すコミュニケーションに少しでも問題があれば、全体 

の生産性が落ちることは確実です。マネジメント、リーダーシップ、チームワーク、意思決定と様々な能力が求められます 

が、それらは全てコミュニケーションを通じて行われますので、コミュニケーション能力が弱ければ他の能力がどれほど高 

くても成果につながりません。 

 

 コミュニケーション能力を１％向上させれば、ほとんど全ての能力の１％底上げになります。加えてコミュニケーション 

は相手に影響を与える能力ですから、個人の能力が１％向上すれば、その人を取り巻く関係者全員に好影響を与えます。 

コミュニケーションはわずかな改善でも組織全体に大きな影響を及ぼすゆえんです。 

 

 あまりにも当たり前故に、新入社員かせいぜい中堅までと軽視されてきたコミュニケーション力強化の効果性を、まずは 

本公開講座で是非一度お試しいただければ幸いです。 

 
 
 
 
 
  
  

  
  

従業員一人あたり教育訓練費の推移（実質） 従業員一人あたり教育訓練費の推移（実質） 

出典： 
独立行政法人 
経済産業研究所 

1990年以降も教育訓練費は漸増！ 

オープンイノベーション 

C社 

販路 
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技術 

B社 

アイデア 
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S株式会社 Y氏 「考えることの意味」  2012年8月8日卒業スピーチ用事前提出原稿より抜粋（原文1200字） 
  

 今回の公開講座を受講して、今まで「考えているつもり」であったこと、「考えが浅い事」を思い知らされました。頭の中の言葉と実際

の発言とのギャップ。相手の捉え方。相手の理解力と自分の表現力のバランス。その場限りや思いつきの発言がいかに無責任である

か。一つの問題に対して「ゴール」を設定し、その「ゴール」を見失うことなく考える事の難しさ。 「何を考えなければならないのか」を考

える事の大切さを痛感しました。 

 また、チームにおけるコミュニケーションは、メール中心でありリアルタイムの対面式ではなかったことから、感情や微妙なニアンスをどう伝

えるか。簡潔にわかりやすく記述することなど何度も読み返しながら作成する事で、時間は掛かりましたが考える事のトレーニングには

大変なりました。 今回の講座を受講した成果を、どのように反映させるかについて述べます。 ＜中略＞ 

 今回は社外の方々とチームで課題に取り組ませて頂きました。職場の環境が違い、またそれまでの人間関係もなにもないまま。そこ

には私にとって今まで体験したことのない関わりがありました。人間関係を構築するために自分を知って頂く事はもちろん、相手の考え

ている事を正確にそして迅速に掴む事が出来なければ、通り一遍の結果しか出てこない。大きな成果を上げるためには、相手を良く

知ることが近道であるという事を知りました。 

 また、通常業務以外の時間を課題作成の時間に充てた事は、現在の業務を進める上で非常に役立ちました。時間の確保は容

易ではありませんでしたが、今振り返ると時間は自分次第でどのようにでも作れるという事がわかりました。業務においても人生において

も「創造する」ために必要な事として時間管理を継続していかなければならないと考えています。 

 最後に、今回の講座受講の機会を与えてくれた上司に心からの感謝と、受講されたメンバーの皆さんに、私を受け入れて頂き一つ

の目標に向かって取り組ませて頂いた事に深く感謝すると同時に、これから皆さんには明るい未来が待っている事を確信しています。 

本当にありがとうございました。 
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 本講座では最終日に一人5分で卒業スピーチをしていただきます。内容は特に指定しておりません。感想でも、決意でも、一緒に 

学んだみなさんへのお礼など、何でも結構ですのでスピーチの腕試しを兼ねて5分間を有効にお使いいただくようお願いしておりま。 

そのスピーチ原稿より、社内情報等除いた部分を「ご参加の生の声」としてご紹介いたします。  

  
  
  
  

ご参加者の声 
 

卒業スピーチ原稿より抜粋 

 株式会社N  Ｈ氏  2012年8月8日卒業スピーチ用事前提出原稿より抜粋（原文1200字） 
 

 まず初めに「もうこれ以上無理です。勘弁して下さい」などの寝言を言うことも、そして課題の夢を見ることも終わりだと考えると、とても

悲しく寂しさも感じますが、本日をもちまして「卒業」とさせて頂きます！ 

 では本題ですが今回の学習について①個人学習②チームディベート③チームディスカッションの３つに分けて述べます。 

① 個人学習（ロジカルシンキング） 

 今までまったく考えたことがなく、初めは戸惑い理解に苦しむことがありました。あの頃は課題が辛いと感じましたが、今思えばそれほど

辛くなかったようにさえ感じます。まだ完璧にインプットしたわけではありません。そしてアウトプットもできてないと思います。継続は力なり。

私にとって苦手な分野ではありますが、今回を期に引き続きインプット・アウトプットできるよう努めていきます。 

② チームディベート 

 弊社への「●●●●導入」に関してを論題にしたチームディベートで、肯定・否定・ジャッジを行いました。リーダーは私が引き受けま

した。うまくメンバーをまとめることができたかどうかは分かりませんが、途中で引きずり降ろされなかったのが幸いでした。初めは、チーム活

動が新鮮で個人で考えるより有意義でした。ディベートの内容も肯定側・否定側が毎日入れ替わりましたので、肯定側なのに否定

側の考えになってしまうこともあり戸惑いました。対戦相手からの鋭い指摘に、腹が立つこともありましたが、冷静に考えるように心がけ

ました。スクーリングではじめてディベートを体験した時はまったく考える時間が無く終わってしましい「もっと時間があればなぁ」と感じまし

たが、時間があるとその分、情報も多く考えることも多くなり時間があっても苦戦しました。 

③ チームプレゼンテーション 

 チームディベートの延長なので簡単に作成できると楽観的でしたが、最後の最後まで本当に苦しみました。掘り下げれば掘り下げる

程、内容が二転三転そしてチーム内での意見衝突もあり、まとめるのが大変でした。中間提出での「聞くに値しない！」のコメントには

呆然としましたが、よく考えていくと確かにその通りだと感じました。そして最終提出でさらにまさかの修正指示。これには仰天しました。

心の中では「最終ちゃうやん！」と呟いていました。しかし、もっともっと踏み込んで考えていくと先生の指摘は確かにそうだなとなるのが

正直悔しかったです。紆余曲折ありましたがなんとかプレゼン資料を仕上げる事が出来ました。 

評価はわかりませんが、手を抜かず一生懸命取り組んだ！これは胸を張って言えます！本当に、毎日遅くまでチームの皆で作り上げ

られたことは素敵な財産です！頼りないリーダーでしたが皆様が支えて下さったお陰で、なんとか飽き性の私が最後まで頑張れまし

た！有難うございます。 
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 2/27より本講座の前段のコレカラ！で 「よみそろ」「報連相」等基本的なところからの受講から始めて、早五か月が経過しました。

コレクエ！の受講にあたり、「考えるよりもまず手を動かせ」という風潮のある●●事業部に所属する私としては大変大きな不安を感

じていたのを覚えています。 

 日常の業務の中では、デスクに座ってじっくりと考え事をする機会はなく、なれるまでに時間がかかりましたが、「よみそろ」では回数を

こなすごとに成績もよくなり、学ぶことに楽しさを感じるようにもなりました。しかし、公開講座コレクエ！でコミュニケーション基礎に移る

と一気に難易度が増し、学習を楽しむ余裕も無くなってきました。 

 社内では事前の説明会の段階で業務との両立の困難を理由に●●事業部より2名の辞退者が出ました。同じ●●事業部に

所属する私にも「やっていけそうか？」と質問され、正直なところ非常にプレッシャーを感じました。しかし、「コミュニケーション」は私の

最も苦手とすることでしたので、自分自身変わりたいという気持ちも強く、最後までやり抜こうと、受講を決意しました。 

 普段頭を使っていないだけに日々の配信を理解し、課題をこなしていくことは大変な負担でした。夜遅くまで会社に残り、課題に

取り組むことも度々ありました。そんな姿を見て●●事業部の一部の社員は非常に協力的で、毎日課題に頭を悩ませる私に気を

使って仕事をひきうけたりしてくれました。それだけに他のメンバーの足を引っ張ってはならないという思いが強くなりました。 

 同時に本講座で学んでいることが実務に生かせるかどうかということに疑問を持つようになりました。●●事業部は先ほどの説明の

通り、「考えるよりもまず手を動かせ」という風潮なので私だけ受講しても●●事業部で学んだことを実践することはむずかしく、加え

て私は●●事業部の中でも最若手であるので、影響力を持つことができるか疑問でした。 

 そんな悩みを抱えながらも講座はどんどん進んでいきます。論理的な考え方の学習に加えて、ディベートではチームワークの難しさを

実感しました。プランニング、プレゼンテーションではリーダーを務めさせていただき、チームを引っ張っていく難しさを学びました。 

様々な課題を乗り越えて、自分自身わずかながら成長できたのではと感じています。 

 今になって思うことは、業務との両立が難しいから、実務で役に立つかどうかわからないからと言ってこの研修をあきらめてしまうことは

自分の成長をあきらめてしまうこと。それは非常にもったいないことだなと思いました。 

そう考えられるようになっただけでも私はこの講座に参加した意味があり、このような機会を与えてくださった社長に深く感謝いたします。 

そして大切なことは継続すること、これからも学ぶことを忘れずに行きたいと思います。 
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 私は、弊社がなぜ今までこのような講座に取り組まなかったのかを考えました。また、今後この講座がどのような成果をもたらすかにつ

いても考えました。 

 確かに弊社は日頃、業務に追われている社員が多いので、全社員が共通の講座に取り組むことは難しいです。東京、新潟、大阪 

と場所が離れている事も原因の１つです。また●●部や■■部の社員は、業務時間内のほとんどが外出業務となっています。特に

■■部に関しては、納品日や時間の指定が多数あり、顧客の急な要望にも応じているため、他の社員と共通した時間の設定が困

難です。このような事が原因で今まで社員研修に取り組みたくても出来なかったのかもしれません。＜中略＞ 

 しかし、情報化社会になった今、電話やメール、チャット、掲示板といった連絡手段が増え便利になりました。思うにコミュニケーション

手段が豊富なら、各個人が時間管理のできる環境を整えることで、どんな取り組みにも対応できるはずです。そして、わたしたちはこの

講座で実際に実行できることを体験として実感しました。 

 今回の講座は、コミュニケーションの基盤を作るために必要な時間だったと感じています。その中でも『報告、連絡、相談』は日ごろ 

何の疑問もなく行ってきたわけですが、私は勉強していくうちに、今まで全く出来ていなかった事に気付きました。今回、『報告、連絡、

相談』の部分は全社員が受講したので、共通意識としてすぐに実践できるはずです。 

 また、チームディベートの際に、コミュニケーションの重要性と共通意識を持つ難しさも感じました。１つの議題に対してチーム全員が

意見を出し合い、リーダーがそれをまとめることや、反対意見を出す価値についても学びました。これもすぐに会議で実行できます。 

 つまり、学んだことはすべて、多忙な中でも実行可能だと確信しました。また、受講した内容を生かせば、今後、行われる社内での会

議を有意義なものにし、より建設的な議論ができ判断や意志決定も速やかに行うことが出来、良い答えが導きだせると思います。 

よって、私は、この講座に取り組んだことが、個人にとっても会社にとっても良い成果をもたらすと考えます。ディスカッションを重ね、組織

全体で共有していくべきだし、それにより、今後は将来の幹部候補が育つ事にも繋がるでしょう。 
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阿部 紘久（アベヒロヒサ） 
1967年東京大学卒業（教育社会学） 
同年帝人株式会社入社。宣伝企画、国際 
事業企画、経営企画に携わりタイ、韓国、 
イタリアに計10年駐在。繊維国際部長等 
務めた後、米国系IT企業の日本法人CEO 
に転じる。 
現在は文筆業のかたわら、昭和女子大学 
で文章指導。著書に「発見・青春との対 
話」「遅刻坂にも春が来る」「異文化体 
験記・底抜けに親切な人々」「明快な文 
章」「文章力の基本77のテクニック」 
「文章力の基本100題」他著書多数。 
これまでの著書からエッセンスを抜粋し
本講座の文章力基礎を書き下ろし。 

堀口 卓志（ホリグチタカシ） 
株式会社ドラゴン・ラボラトリーズ 
代表取締役社長。 
全日本能率連盟認定マスター・マネジ 
メント・コンサルタント 
マネジメント・クリエイティブス研究会 
理事。東京21世紀倶楽部内にてキャリ
ア・メンター・ネットワーク主催者。 
千葉商科大学客員講師（2009～）経営
学、プレゼンテーション。 
1980年大手コンサルタント会社入社。 
経営戦略、組織開発コンサルティングに 
従事。経営幹部育成に特化したプログラ
ム、メソッド、ツールの開発に取り組む。
2006年同社退社、2007年よりオープン
イノベーションを標榜して（株）ドラゴ
ン・ラボラトリーズ設立。 

茂木 秀昭（モテギヒデアキ） 
自治医科大学 医学部英語研究室准教授 
慶應義塾大学文学部英米文学科卒業  
コロンビア大学大学院修士課程修了 
専門は異文化コミュニケーションおよび 
議論学。 
英語ディベート全国大会優勝。 
フジTV「ディベート」の初代グランド 
チャンピオン等協議ディベートにおける
数々の優勝経験があり。 
企業、官公庁、自治体などでディベート 
研修も数多く手がける。 
「論理力トレーニング」「ロジカル・シ 
ンキング入門 」「論理的な話し方が面白 
いほど身につく本」「ビジネス・ディ
ベート」他、著書多数。 

学習メール毎朝６時配信（平均1500字×2通）＋学習専用webサイトで確認＋課題レポート（個別添削）＋スクーリング＋質疑応答＋トークライブ 

課題提出 
前半は毎週2回の課題提出が求められます。 
提出物は個人コメントを付けてお返しします。 
後半はチーム戦で応用課題に取り組みます。 
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DRAGON LABORATORIES™  公開講座 DRAGON LABORATORIES™  公開講座 

Webによる遠隔学習 

個 人 学 習 チ ー ム 学 習 

 
受講者一人一人を個別管理し、個人のレベルや進捗状況にあった指導を行います。また、従来の学習理論だけでなく認知心理学や
ゲーミフィケーションの知見などを応用して下記のようなデザインにしております。 

 ・個別指導：各人にあった個別指導ができるよう小人数制（定員12名）で取り組んでおります。 

 ・リアルな教材：前半の教材は新聞・雑誌・ネット記事等を中心に現実の多様なテーマを取り上げております。 

 ・実務直結教材：後半は実務そのもののリアリティを実感できるテーマを受講者と相談しながら各コース個別に設定します。 

 ・実務スタッフ：講師を含めてスタッフは全員豊富な実務経験を持つプロフェッショナルです。 

 ・ゲーム性：健全な競争関係をつくって相互に成長を確認し会えるゲーム感覚の環境を設定しております。 

 ・チーム活動：他者と協働関係を醸成するために後半はチーム・コンペティションを取り入れております。 

 ・即時対応：公開質問は随時何回でもできます。回答は24時間以内にお返ししますので学習の流れが途切れません。 

 ・学習促進：常に学習の進捗状況をweb上で確認しており、手抜きや脱落を未然に防ぎます。 

受講者を支援するスタッフのきめ細かな個別対応システムが本講座の際だった特徴です。 
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本プログラムの特徴 

第2回スクーリング 
9:30～16:30 

卒業スピーチ 
一人5分 

卒業スピーチ 
一人5分 

自己紹介スピーチ 
一人3分 

自己紹介スピーチ 
一人3分 

プレゼンテーション 
（第1チーム） 
プレゼンテーション 
（第1チーム） 

第3回スクーリング 
9:30～16:30 

これまでのおさらい 
質疑応答 

これまでのおさらい 
質疑応答 

チームディベート 
（第１試合） 
チームディベート 
（第１試合） 

リフレクション リフレクション 

プレゼンテーション 
（第2チーム） 
プレゼンテーション 
（第2チーム） 

プレゼンテーション 
（第3チーム） 
プレゼンテーション 
（第3チーム） 

フィードバック 
リフレクション 
フィードバック 
リフレクション 

まとめ まとめ 

第1回スクーリング 
18:30～20:30 

オリエンテーション 
本講座のねらいと 
学習の進め方 

オリエンテーション 
本講座のねらいと 
学習の進め方 

キーノート・スピーチ 
 

イノベーションの基礎としての 
コミュニケーション・スキル 

 
コミュニケーション学習の 

現状と課題 

キーノート・スピーチ 
 

イノベーションの基礎としての 
コミュニケーション・スキル 

 
コミュニケーション学習の 

現状と課題 

質疑応答 
個別自己紹介 
質疑応答 

個別自己紹介 

Webによる遠隔学習 
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ディベート準備 

 
 

ディベート準備 

 
 

クリティカル・リーディング 
 
要約と分析 
構造的把握 
検証と評価 
 

※課題提出は 
  個人単位 
 
 

クリティカル・リーディング 
 
要約と分析 
構造的把握 
検証と評価 
 

※課題提出は 
  個人単位 
 
 

文章力の基礎 

ロジカル・シンキング 
クリティカル・リーディング 
ビジネス・ディベート 
プランニング 

プレゼンテーション 

毎朝６時 学習メール２通配信 
スクーリング（集合研修） 

敷村 朝生（シキムラアサオ） 
北海道ジェイ・アール・サイバネット株 
式会社 開発部長。 
1995年秋田大学大学院（電気工学専攻）。 
同年4月北海道旅客鉄道株式会社J入社 
複合振子制御台車システムの開発 
DMV （デュアル・モード・ビークル） 
衛星測位システム（GPS）を活用した車両 
制御運行管理支援システム、北海道新幹線 
用車両設計、2010年4月よりより出向。 
2011年北海道発明協会会長賞受賞。 
2012年よりJAXA（宇宙航空研究開発機構） 
とIMES（Indoor MEssaging System）の 
共同開発にリーダーとして取り組む。  
まさにオープンイノベーションの実践中。 

経験実績豊富な講師陣（五十音順） 経験実績豊富な講師陣（五十音順） 

トークライブ：ゲストスピーカー（例） トークライブ：ゲストスピーカー（例） 

チームディベート 
（第2試合） 
チームディベート 
（第2試合） 

チームディベート 
（第3試合） 
チームディベート 
（第3試合） 

トークライブ 
オープンイノベーションの 
現実と課題（18時-20時） 

トークライブ 
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現実と課題（18時-20時） 

トークライブ 
実践コミュニケーションと
して、イノベーションの最
前線で活躍する方々をお招
きし双方向のライブトーク
を行います。 
オープンセミナー方式です
ので多数の皆さんが参加。 

トークライブ 
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本講座で習得するコミュニケーション力は下記です。 
・情報収集力：必要情報を取捨選択して集められる。 
・ITリテラシー：ネット上でのやりとりができる。 
・論理的思考力：分析的・構造的に整理できる。 
・文章力：考えを的確に伝える文章が書ける。 
・スピーチ：人前で話すことができる。 
・ディスカッション：建設的議論ができる。 
・プランニング力：考え練り上げて形にできる。 
・プレゼンテーション力：説明・説得ができる。 
また、チーム活動を通じて下記が磨かれます。 
・チームワーク：効果的に協働関係を構築できる。 
・リーダーシップ：チームをまとめることができる。 
・フォロワーシップ：メンバーとして貢献できる。 
これらを総合的に習得することを目指す講座です。 
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ゴールイメージ 


