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講師紹介
石原 由一朗  講師 
大手製造業において、財務会計システムを中心として業務システム 
構築・運用のプロジェクトマネジメント、ビジネス開発に従事。そ 
の後、人事にて採用・教育部門の責任者としてトレーニングを企 
画・運営。  
その後、デール・カーネギー・ジャパンにてトレーナーとして多企 
他業研修を行い新人からシニア・マネジメント層向けて実施する。  
また、トレーニングダイレクター、グローバル・マスタートレーナ 
ーとして研修プログラムの開発、アジアを中心としたトレーナー育 
成の責務も果たし現在に至る。  

プログラム詳細
パート1：インターパーソナルスキル –より良好な人間関係を築 
く。他者とのオープンな関係を築き、変化に対する安全な環境を 
作る。
パート2：より影響力のあるコミュニケーターになる。より自信 
をつけ、説得力のある人になる。
パート3：恐れを克服する熱意の力を理解し、周りの人に行動を 
起こさせるポジティブな影響を与える。
パート4：ポジティブなビジョンを作る。ビジョンに向かって行 
動し、リスクを取り続けることが目標を実現する鍵だと決意す 
る。 

セミナーのメリット
職場に持ち帰ることが出来る、実践的なコミュニケーションツー 
ルを得る。 
リスクを取る人になる為に必要なことを気づかせてくれる、独自 
のコーチング 

対象者

2019年6月6日（木）

9:00-17:00

在日フランス商工会議所 

日本語

55,000 円 (税別) 

目標達成の為にリスクを取ることを求めら 
れるビジネスパーソン。より自信をつけ、 
コミュニケーションやリーダーシップにお 
ける、自分のコンフォートゾーン（安全領 
域）を広げたい方。 
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デール・カーネギー・トレーニング・ 
ジャパン
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研修方法
双方向型、グループディスカッション
感情的な変化を促す、独自のコーチング 

セミナーの目的
業務で新しい事への挑戦が必要になった時、不確実性を受け入 
れ、自信を持ち、パフォーマンスを向上させるようなリスクテイ 
カーになる方法を学ぶ。 



How to be a confident risk-taker

June 6 (Thu) 2019 
Language: Japanese

Training company 

Profile of the facilitator

Yuichiro ISHIHARA 

Mr. Yuichiro Ishihara is Director of Training and Global Master Trainer 

of Dale Carnegie Training Japan. His responsibilities include training 

the trainers in Japan and in Asian Countries as well as product and 

quality management. Prior to joining Dale Carnegie Training, he 

worked for Asahi Kasei group.  After working as a system consultant 

for many years, he moved into Organizational Learning and 

Development in the Human Relations Department. He has done 

numerous corporate training, public classes as well as public 

speaking.  He has facilitated over 600 people and delivered training 

for more than 250 participants in one seminar. 

He is an experienced trainer for executive coaching. 

He currently enjoys  teaching Global Leadership at Rikkyo University. 

Industry experience Finance, Manufacturing, IT, Pharmaceutical, 

Hospitality, Retail, Luxury Brands 

Program details 

Module 1: Interpersonal skills - human relationships. Create an 

open relationship with others to promote a safe environment for 

change 

Module 2 : Communicating with greater impact - Become more 

persuasive with confidence. 

Module 3: Recognizing the power of enthusiasm to overcome fear 

and drive positive influence on people to take action 

Module 4: Create positive vision. Working towards the vision and 

committing to it is the key to keep taking risks and achieving the 

goal 

Strong points

Practical communication tools that you can take back to your 

office 

“In the moment coaching” with the trainer enables you to be aware 

of what you need to do as a risk-taker 

Target participants 

June 6, 2019 (Thu)

9:00-17:00

CCI France Japon (Tokyo) 

Japanese

55,000 JPY (tax excluded) 

Any working professional who needs to 

become a risk taker to achieve their goals. 

Professionals who need courage to become 

more confident and expand their comfort 

zone with communication and leadership. 
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Dale Carnegie Training Japan
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Methodology 

Interactive/ group discussion 

“In the moment coaching” for emotional change 

Objectives 

Learn how to become a risk-taker in a professional context, 

accept uncertainty and find the confidence to try new things for 

better performance 


