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企業経営研修コース（EPCM）
－実践的経営管理能力の向上－
The Executive Program on Corporate Management

日本人参加者

募集要項

１．AOTS について
一般財団法人海外産業人材育成協会（AOTS）は、主に開発途上国の産業人材を対象とした、研修および
専門家派遣等の技術協力を推進する人材育成機関です。当協会は、1959 年（昭和 34 年）8 月に日本で
最初の民間による技術協力機関として通商産業省（現・経済産業省）の支援を受け設立され、これまでに
日本で実施した研修には 2017 年度（平成 29 年度）までに世界 170 カ国から延べ 186,000 人余りが
参加したほか、海外で実施した研修にも延べ 199,000 人余りが参加しています。
２．企業経営研修コース（EPCM）について
本コースは AOTS が経済産業省による補助事業として、開発途上国の主に民間企業の管理職を対象に行う
「管理研修コース」の一つで、ケースメソッドを取り入れた討論形式の研修として 1983 年に開始され、
今回で 38 回目となる歴史のあるコースです。毎年、各国から 20～25 名程度の経営幹部の方が参加し、
経験豊かな講師の指導の下、2 週間にわたる白熱した討論で、実践的な経営管理能力の向上を図ります。
３．日本人参加者募集の目的
①海外の経営者と直接交流･討論ができます
②海外の経営者と日本人参加者の相互理解を深め新たな気づきを得ることができます
③海外の経営者クラスとの人脈構築ができます
４．募集定員：

海外からの参加者 25 名、日本人参加者５名（各講義につき）

５．参加資格：
(1) 日本企業または団体に勤務する日本人
＊日本企業に所属する外国籍社員も可としますが、選考に当たっては日本人申込者を優先します。
(2) 大学卒業程度の学歴がある方
(3) 原則として、年齢は 25 歳以上 50 歳以下の方
(4) 原則として、３年以上の業務経験があり、組織内でリーダー的な立場にある方
(5) 英語による聴講、討論、発表、報告書作成ができる方
６．応募方法：
別紙「2019 企業経営研修コース（ＥＰＣＭ）研修申込書（日本人参加者用）」にご記入・ご捺印頂き、
２０１9 年 6 月 14 日（金）までに、E メールかファックスで AOTS の以下の担当窓口へご提出下さ
い。
E メール:
ファックス：03-3549-3055
宛先: AOTS 研修業務グループ 井上、櫻井
Tel: 03-3549-3051
＊ご提出書類を AOTS で確認後選考のうえ、参加の可否をご連絡致します。
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７．研修コース概要：
１）実施日程： ２０１9 年 7 月 10 日（水）～７月 23 日（火）
＊このうち、日本人参加者が参加できるカリキュラムは 5 つです。P. 4 掲載日程表でご確認下さい。
＊5 つのカリキュラムのうち、参加ご希望のカリキュラムを一つ以上選んでお申し込み頂けます。本研修
の成果を高めるためにも、出来るだけ多くのカリキュラムにご参加いただくことを推奨します。
＊それぞれのカリキュラムについて、途中退出はできません。夕方のグループワークも含め、半日／1 日
のカリキュラムが終了するまで出席して下さい。
＊夕方のグループワークは、各講義のケース討論のグループとは別に設定したグループで実施致します。
このグループワークでは「よきリーダーとは？」をテーマに討論し、海外からの参加者はその結果を最
終発表会で発表します。各講義で学んだ内容を取り込みながら議論を積み上げていきますので、日本人
ならではの情報や意見を提示し、議論をさらに深めて頂けることを期待しています。
２）実施場所： AOTS 東京研修センター (TKC)
http://www.aots.jp/jp/center/about/tkc.html
〒120-8534 東京都足立区千住東 1 丁目 30-1
電話： 03-3888-8231 (受付)、ファックス： 03-3888-0763
3）内容概要
ケースメソッドを取り入れた討論形式の研修が本コースの特色となっています。参加者は、国内外の企業
の経営戦略・企業発展の経緯などのケース資料を読み、少人数のグループに分かれ、講師より与えられた
テーマのもと、討論します。その後、講師を交え、参加者全員で討論を繰り広げます。経験豊かな講師と
各国からの参加者の白熱した討論は、自身の能力開発のみならず各国企業経営に関する有益な情報交換の
場にもなります。
4）使用言語

英語
文化的多様性に富んだ環境において世界各国のビジネスパーソンに伍して事業展開できるこ
とを目指します。

5）コースディレクター
矢作 恒雄 （慶応義塾大学名誉教授）
慶應義塾大学卒。三菱商事㈱勤務後、スタンフォード大学経営大学院において MBA（優秀賞）と
Ph.D（全米博士論文優秀賞）を取得。中小企業経営、ベンチャービジネスの企業･経営を経て、慶応
義塾経営大学院助教授、教授、大学院長、財務担当常任理事、ニューヨーク学院理事長を務める。
日米の企業･政府機関顧問などを歴任。一部上場企業外部取締役。著書･論文多数。
z

８． 参加費用： 参加カリキュラムに応じ(日程表ご参照)下記の実費相当の金額をご負担頂きます。
 ①：
15,000 円（消費税込）
 ②～⑤： 各 30,000 円（消費税込）
 申込み受付後、請求書をお送り致しますので、請求書記載の期日までに指定の口座にお振込み下
さい。
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９．個人情報の取扱いについて：
AOTS が取得する応募者の個人情報については以下のとおり取扱います。
(1) 個人情報の管理者： 一般財団法人海外産業人材育成協会
連絡先： 総務企画部 総務グループ
電話: 03－3888－8211 E-mail:

総務企画部長

(2) 利用目的
ご提供頂いた個人情報は、研修実施に関する事務手続きのために利用します。それ以外の利用目的又は
法令に基づく要請の範囲を超えた利用は致しません。尚、AOTS の個人情報保護方針については以下を
ご覧下さい。
http://www.aots.jp/jp/policy/privacy.html
１０．お問い合わせ：
一般財団法人 海外産業人材育成協会
研修業務グループ
住所 〒104-0061 東京都中央区銀座 5-12-5 白鶴ビル 4 階
電話：03-3549-3051
Fax：03-3549-3055
以上

3

企業経営研修コース

[EPCM ]

日程（予定）

2019 年 7 月 10 日（水）～7 月 23 日（火） AOTS 東京研修センター
日本人参加者 参加可能部分（海外参加者と合同）
海外参加者のみ参加

午 前 (9:30～12:30）
オリエンテーション
開講式

7/11

(木)

②講義： 競争戦略
矢作 恒雄（慶應義塾大学 名誉教授）

グループワーク

7/12

(金)

③講義・演習： マーケティング
井上 哲浩（慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 教授）

グループワーク

7/13

(土)

休日

7/14

(日)

休日

7/15

(月)

7/16

(火)

7/17

(水)

④講義・演習： 企業倫理
梅津 光弘 (慶應義塾大学商学部商学科 准教授)
講義・演習： 財務管理
伊藤 彰敏 （一橋大学大学院 経営管理研究科 教授）
移動
見学：-中小企業における経営戦略-

7/18

(木)

7/19

(金)

企業等見学（遠隔地）

日 付
7/10
(水)

午 後 (13:30～16:30）
① 講義： 日本的経営
矢作 恒雄 （慶應義塾大学 名誉
教授)

見学：-企業理念・経営戦略-

見学： -企業理念・ＣＳＲ-

見学： -企業理念-

見学： －企業理念･生産管理－

夕 方
懇親会
(17:30-18:30)

移動
7/20

(土)

休日

7/21

(日)

休日

7/22

(月)

⑤講義・演習： 人的資源・組織マネジメント
中島 豊 （中央大学大学院 戦略経営研究科 特任教授）

7/23

(火)

最終発表会
13：30-16：30
統括
16：30-17：30
矢作 恒雄（慶應義塾大学 名誉教授）

修了式
(17:30-18:30)

※注意：上記のスケジュールは、講師や協力企業の都合、その他のやむをえない事情のために変更されることがあります。
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