
令和 4 年度（2022 年度）

グローバル⼈材育成講座

イニシャルコース 募集要項

募集期間 2022 年 4 ⽉ 28 ⽇（⽊）〜5 ⽉ 24 ⽇（⽕）

公益財団法⼈東京都中⼩企業振興公社

【お問い合わせ先】
総合⽀援部 企業⼈材⽀援課 海外⼈材⽀援担当

東京都港区海岸１−７−１
東京ポートシティ⽵芝オフィスタワー5 階

（TEL）03-3434-4275



１ ⽬的 
「グローバル⼈材育成講座」は、海外ビジネス展開・拡⼤を⽬指す都内中⼩企業者におい
て、リーダとして中⼼的な役割を担う⼈材を育成することを⽬的としグローバルマイン
ドとビジネススキルを習得するための講座を実施します。 
グローバルリーダーとしての「マインドセット」、グローバル経営の定⽯を学ぶ「インプ
ット」、それらの学びを活⽤しての「アウトプット」を講座のなかで進めていきます。 

 
２ 受講対象 

  海外ビジネス展開・拡⼤を⽬指す都内中⼩企業者でリーダーとして事業推進を⾏う⽅
を対象として、海外ビジネス展開のステージにより下記の 2 種類のコースを開催しま
す。 
① イニシャルコース：海外ビジネス経験のない、または経験が浅い企業 
② アドバンスコース：ある程度の海外ビジネス経験があり、課題を克服してさらに拡

⼤を⽬指す企業 
※アドバンスコースは 11 ⽉から開講予定です。内容確定次第ご案内いたします。 
 

３ 講座内容 （業務委託先：株式会社グロービス） 
① イニシャルコース （全 10 回） 

グローバル展開・成⻑を牽引できる⼈材とはどのような能⼒をもっているべきな
のか。海外展開を⾏うにあたり必要な知識・スキルを獲得し、⾃社で活⽤できる
⼒を養う講座です。 

＜⽇程＞ 
 開催⽇程 開催時間 講座概要 

第１回 6 ⽉ 2 ⽇（⽊） 13:00〜16:30 ・ビジネスリーダーとの対話（１）            

第２回 6 ⽉ 14 ⽇（⽕） 13:00〜16:30 ・グローバルビジネスの全体像の把握 
 

第３回 6 ⽉ 28 ⽇（⽕） 13:00〜16:30 ・戦略的思考の構築 
 

第４回 7 ⽉ 12 ⽇（⽕） 13:00〜16:30 ・製造業のグローバル展開 
 

第５回 7 ⽉ 26 ⽇（⽕） 13:00〜16:30 ・サービス業のグローバル展開 
 

第６回 8 ⽉ 9 ⽇（⽕） 13:00〜16:30 ・財務会計の基本 

第７回 8 ⽉ 25 ⽇（⽊） 13:00〜16:30 ・異⽂化のマネジメント 



第８回 9 ⽉ 1 ⽇（⽊） 14:30〜17:30 ・グローバルリーダーとの対話（２） 

第９回 9 ⽉ 7 ⽇（⽔） 13:00〜16:30 ・⾃社分析・戦略構想 

第１０回 9 ⽉ 20 ⽇（⽕） 13:00〜16:30 ・最終発表会 

 
【予定講師】 

⽒名 経歴・専⾨分野 
湊 岳 ⽒ 
 
イニシャルコースメイン講師 

株式会社スポーツクロス 代表取締役。 
⼀橋⼤学経済学部卒業、上海交通⼤学漢語科修了 
早稲⽥⼤学⼤学院スポーツ科学研究科修了 
三井物産株式会社にて⽇系⾃動⾞メーカーの中国、ロシア、東南ア
ジア向けの海外進出プロジェクトに従事。 
1999 年から経営教育の世界に転じ、グロービスの企業研修部⾨の
マネジング・ディレクターとしてコンサルティングチームを統括。 
講師としては、リーダーシップ、企業理念、企業変⾰等の分野を中
⼼に、年間約 700 名の次世代経営幹部の成⻑をサポート。 
2011 年、株式会社スポーツクロスを設⽴。スポーツ実施率の向上、
地域活性化、観光⽴国への貢献の三つの⽬的を持った参加型スポ
ーツイベントの企画、マーケティング活動に従事。 

岩佐 ⼤輝⽒ 
 
ゲスト講師（第１回） 

株式会社 GRA 代表取締役 CEO 
⽇本および海外で複数の法⼈のトップを務める起業家。 
2002 年、⼤学在学中にＩＴコンサルティングサービスを主業とす
るズノウを起業。2011 年の東⽇本⼤震災後は、壊滅的な被害を受
けた故郷⼭元町の復興を⽬的に GRA を設⽴。先端施設園芸を軸と
した「東北の再創造」をライフワークとするようになる。農業ビジ
ネスに構造変⾰を起こし、ひと粒 1000 円の「ミガキイチゴ」を⽣
み出す。 

⾼橋 亨⽒ 
 
ゲスト講師（第 8 回） 

グロービス・コーポレート・エデュケーション マネジング・ディ
レクター 
GLOBIS Asia Campus Pte. Ltd. ディレクター 
GLOBIS Thailand Co. Ltd. ディレクター 
上智⼤学経済学部卒業。スタンフォード経営⼤学院 SEP 修了。 
丸紅株式会社にて、機械メーカーとの海外事業展開に従事。7 年間
の海外勤務では、イランにてインフラ整備プロジェクトに携わっ
た後、在ベルギーの欧州・中東・アフリカ地域統括会社にて、同地
域における新規事業の⽴ち上げ、出資先、取引先への経営⽀援、フ



ァイナンス供与などグローバルビジネスに広く携わる。 
現在は、グロービスにて企業向けグローバル⼈材育成部⾨を統括
すると共に、在シンガポール海外拠点 GLOBIS Asia Campus Pte. 
Ltd. 並びに GLOBIS Thailand Co.Ltd.の役員を務め、アジアを始
めとするグローバルでの⼈材育成、組織変⾰事業を推進する。グロ
ービス経営⼤学院にて、グローバル・パースペクティブ、グローバ
ル化戦略等の講師、また、企業研修においては、次世代の経営幹部
育成、海外展開時における企業理念・戦略の浸透、海外拠点の現地
化に伴う戦略策定の講師業務に携わる。 

 
② アドバンスコース（全 10 回） 

グローバルビジネスにおける戦略⽴案/実⾏の要諦を学び、⾃社の成⻑のための重要課題の
特定と、その解決に向けた戦略の⽴案を⾏う講座です。 
アドバンスコースは 11 ⽉から開講予定です。内容確定次第ご案内を開始します。 
 
４ 募集定員   各コース１５名（１企業 1 名まで、先着順） 
             
５ ⽀援対象 
 ⽀援対象となるのは、次の（１）から（３）のすべてを満たす都内中⼩企業です。 
（１） 東京都内に主たる事業所を有する（本店若しくは⽀店登記がされている）中⼩企業

であること。 
（２） 社内で海外ビジネス展開業務の中⼼的役割を担う幹部・リーダーを⽬指す⽅。 

※コンサルタントの⽅はご遠慮ください。 
※全１０回参加可能なことを前提にお申込みください。 

また当講座は、毎回５時間程度を要する課題が課されます。 
課題にしっかりと取組んだ上で、次の講座を受講いただくことで着実に⾝につくプロ
グラムとなりますので、この点ご承知のうえお申込みください。 

（３）インターネット回線を通じたオンライン形式で受講できる環境が整っていること。 
 
６ 募集期間 

令和 4 年 4 ⽉ 28 ⽇（⽊）〜5 ⽉ 24 ⽇（⽕） 
※定員に達し次第、募集を締め切らせて頂きますので、お早⽬にお申込みください。 
 

７ 費⽤ 50,000 円（税込） 
 

８ 開催⽅法 
オンライン開催（インターネット回線を通じたオンライン形式） 



本講座は、Web 会議室ツール「Zoom」を⽤いて実施いたします。 
事前にオンライン受講が可能な環境であることを確認してからお申し込みください。 
以下のテスト URL にアクセスし、「Zoom」のインストールができるか、接続できるか 

等をご確認下さい。 
 テスト URL： http://zoom.us/test ※テスト詳細については Zoom のヘルプを 

ご参照ください。 
受講⽅法等の詳細については、開催⽇までにお申込者の⽅へご案内いたします。 
タブレットやスマートフォンでも視聴できますが、⼀部機能が限られる可能性が 
あります。 

 
９ 申込⽅法 

公社 HP 上からお申込みください。 
  https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/2109/0011.html 
 
10  ⽀払⽅法 
  受講確定をメールでご連絡の後に、請求書を発⾏送付致します。速やかに受講料をお振

込み願います。 
  ⼀旦ご⼊⾦いただきました受講料は返⾦ができませんのでご了承ください。 
  ⼊⾦確認次第、受講⽅法の詳細を記した受講証をメールにて送付いたします。 
 
＝ 申込者情報のお取り扱いについて ＝ 
 
・利⽤⽬的 

１．当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使⽤します。 
２．経営⽀援・技術⽀援等各種事業案内やアンケート調査依頼当を⾏う場合があります。 

※上記２を辞退される⽅は、当該事業担当者までご連絡ください。 
 
・第三者への提供（原則として⾏いませんが、以下により⾏政機関へ提供する場合が 

あります） 
・⽬的１：当公社から⾏政機関への事業報告 
・⽬的２：⾏政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等 
・項⽬ ：指名、連絡先等、当該事業申込書記載の内容 
・⼿段 ：電⼦データ、プリントアウトした⽤紙  
 ※⽬的２を辞退される⽅は、当該事業担当者までご連絡ください。 

 
※個⼈情報は「個⼈情報の保護に関する要綱」に基づき管理しております。当要綱は、（公
財）東京都中⼩企業振興公社ホームページより閲覧及びダウンロードすることができます



ので、併せてご参照ください。 
 

＝ 問い合わせ先 ＝ 
公益財団法⼈ 東京都中⼩企業振興公社 
総合⽀援部 企業⼈材⽀援課 海外⼈材⽀援担当 
〒105-7505  東京都港区海岸１−７−１ 
      東京ポートシティ⽵芝 オフィスタワー５階 
TEL:03-3434-4275 / kaigai-jinzai@tokyo-kosha.or.jp 

 
 
 


