
Step up to Leadership

Date: March 11 (Wed) 2020
Language: Japanese

Training company

Profile of the facilitator

Kenji INAGAKI

A graduate of Hiroshima University, Kenji mainly worked on IT and

human resource development notably at Hitachi Information

Systems, Unilever Japan, and HSBC.  Independent in 2010, as a Dale

Carnegie Trainer, he delivers new manager training, diversity training,

communication skills training, leadership training, motivation

development training, and next-generation leader development

training, among others.

Kenji is an Associate Professor at Rikkyo University and also a

Lecturer at Waseda University, Nagoya University and Nagoya

Institute of Technology.

Program details

How to lead not just manage

How to have outstanding leadership communication

How to be an effective coach of your direct reports

How to manage people’s performance by leveraging personality

styles

This one day course overcomes management challenges by covering

the 4 key elements of Leadership success:

Strong points

Learn how you can become a leader using proven Dale Carnegie

human relationship principles

Learn in a fully supportive environment

Unlock your full potential

Target participants

March 11, 2020 (Wed)

9:00-17:00

CCI France Japon (Tokyo)

Japanese

55,000 JPY (tax excluded)

Any supervisor or manager who wants to

increase productivity, lift morale, and

improve quality. This program helps new

supervisors and managers get off on the

right foot. It also helps experienced

managers make the difficult but necessary

transition from managing to leading.

C C I  F R A N C E  J A P O N  T R A I N I N G

Dale Carnegie Training Japan
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Create a team where each member with different background

(age, gender, nationality, competence, etc.) plays his/her role and

achieves the whole team goals

Discover your own leadership style and understand that this has a

Appreciate the real potential of all of the team members

Build solid relationships of mutual trust and respect

Develop and maintain processes and procedures that define

performance

Learn to delegate efficiently

Define strong team purpose, values, and expectations

      huge impact on the effectiveness of subordinates

Methodology
Interactive training in a supportive environment

Objectives



リーダーシップへのステップアップ 

日程：2020年3月11日（水）
言語：日本語

C C I  F R A N C E  J A P O N  T R A I N I N G

研修会社

講師紹介
稲垣 憲治
広島大学を卒業後、日立情報システムズ、ユニリーバ・ジャパン、
香港上海銀行等にてIT化や人材開発に携わる。2010年に独立し、デ
ールカーネギー認定トレーナーとして新任マネージャー研修、ダイ
バーシティ、コミュニケーションスキル、リーダーシップ、モチベ
ーション開発、次世代リーダー育成研修等を担当するほか、立教大
学経営学部特任准教授、早稲田大学・名古屋大学・名古屋工業大学
非常勤講師を務めている。

プログラム詳細

セミナーのメリット
デール・カーネギーの原則を身に付ける事で、リーダーシップを
発揮する方法を知る
講義、演習中の充実した手厚いサポート
参加者の潜在的な能力を引き出す

対象者

2020年3月11日（水）

9:00-17:00

在日フランス商工会議所

日本語

55,000 円 (税別)

新任のマネージャーや、管理中心というス
タイルから脱却したいマネージャーまたは
昇格予定者

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
講師のコーチングを受けながらのセミナー
講師がサポートしながら、少人数のグループでのワークショップ

セミナーの目的
様々なバックグラウンド(年齢、性別、国籍、能力等)をもつメン
バー一人ひとりが自分の役割を果たし、結果を出すチームを創る
自分のリーダーシップスタイルを知り、リーダーシップスタイル
がチームに与える影響を理解する
チームメンバーの能力を引き出す
相互の信頼と尊敬に裏打ちされた強固な関係を築く
成果につながる組織を創る
上手に権限委譲を行う
目的、価値観、期待をチームで共有する

マネージャーとして他者をリードする方法
リーダーとしての優れたコミュニケーション
部下へのコーチング
パーソナリティースタイルの活用

リーダーとしての成功に欠かせない４つの要素をカバーします。


