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1. 優れたリーダーが実践する５つのベストプラクティス 
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リーダーシップセミナー 

2014 年 11 月開催 

2 

 

セミナー内容： 

・優れたリーダーが実践する５つのベストプラクティス 
・変化の中でリーダーシップを発揮するには 
・ネットワーク作りの秘訣 
・フィードバックの与え方、受け取り方 
・信頼されるリーダーになるために 
・リーダーに求められる姿勢 
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セミナーの進め方： 

・スライド＆通訳 
・質疑応答 
・ディスカッション 
・ネットワークづくり 
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セミナー内容： 

・優れたリーダーが実践する５つのベストプラクティス 
・変化の中でリーダーシップを発揮するには 
・ネットワーク作りの秘訣 
・フィードバックの与え方、受け取り方 
・信頼されるリーダーになるために 
・リーダーに求められる姿勢 
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優れたリーダーが実践する５つのベストプラクテ
ィス 

ベストプラクティスとはなにか 
ベストプラクティスとは、経験や研究によってその効果
が折り紙付きである方法、手法のこと。 
 
ベストプラクティスを取り入れる理由 
経験が最高の教師。特に他の人の経験から学ぶことは多
い。 
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優れたリーダーが実践する５つのベストプラクテ
ィス 

1. 手本を示す 
2. ビジョンを共有する 
3. 従来の作業過程を疑う 
4. 周囲が行動を起こせるようにする 
5. 心に触れる 
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1. 手本を示す 

手本を示すとはどういうことか 

・生活のどのような局面でも同じようにふるまう 

・だれと話すときでも同じように話す 

・パブリックな場でもプライベートな場でも、同じ情熱
と価値観をもって生活する。 

・自分が信じるところに従って生きることで、人を勇気
づける。 
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手本を示す 

あなたを信頼できなければ人はついてこない 

リーダーが最もやってはいけないことは、言行の不一致 

人は自分の言動に責任を持つリーダーを信頼する 
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どうやって手本を示すか 

自分が何を信じているのかを知り、その価値観に従って
生きる 

自分の行動が発言と一致するように努める 

失敗を認める。そうすれば、人はあなたも人間なのだと
安心する 

変化を受け入れ、リーダーとして成長する 

10 

 

2．ビジョンを共有する 

ビジョンとは何か 

・ビジョンとは、チームや組織、家族が向かっている先
を見ること 

・ビジョンを説明し、周りの人が理解できるようにする 

・ビジョンを伝え、周りの人が将来を見ることができる
ようにする 

・説得力のある言葉でビジョンを示し、他の人がそのビ
ジョンとどう関わっていけばいいのかわかるようにす
る 
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ビジョンを共有する 

なぜリーダーにはビジョンが必要なのか 

・ビジョンによって、あなたに見えていることが将来実
現可能だと周りの人に理解してもらう 

・ビジョンは、あなたについてくる人に行くべき道を示
すロードマップとなる 

・ビジョンは、希望を生み出し、将来に明るい期待を持
たせてくれる 

・ビジョンは、人があなたについていく理由となる 
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どうやってビジョンを見つけるか 

何ができるのか、ひとりになってじっくり考える 

かすかな内なる声に耳を傾け、浮かんでくるアイデアや
思いをキャッチする 

浮かんできたアイデアを書き出し、時間をかけて熟成さ
せる 

どうやってそこに到達するのかについては心配しない。
心の声に耳を傾けるのが第一歩 
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3．従来の作業過程を疑う 

従来の作業過程を疑うとは、どういうことか 

第一段階：調査する 

・時間をかけて問題の核心に迫る 

・実際に作業している人を巻き込んで、その人たちがし
ていることを知る 

・その人の言うことに耳を傾け、作業過程の事実関係を
つかむ 

・その作業過程が全体の中でどう位置づけられているか
を知る 
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14 

 

従来の作業過程を疑う 

従来の作業過程を疑うとは、どういうことか 

第二段階：質問する 

・質問をして、作業がどのように行われているのかを知
る 

・絶えず、なぜこのやり方をしているのかと問う 

・今までとは違った考え方を採用して改善していく 

・改善の余地はないか意見を求め、その意見に耳を傾け
る 
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従来の作業過程を疑う 

従来の作業過程を疑うとは、どういうことか 

最終段階：大きく考える 

・変化によってどのように改善が進むかを考える 

・改善によってチーム、組織、家族がどのように前進す
るかに着目する 

・ビジョンを実現するために変化を受け入れる 

・だれでも変化を拒むリーダーにはついていきたくない 
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どのようにして従来の作業過程を疑うか 

リーダーは、従来どおりのやり方で満足しない 

リーダーは、前へ進むために改善を望む 

変化を受け入れることは、リーダーの重要な資質のひと
つ 
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4. 周囲が行動を起こせるようにする 

周囲が行動を起こせるようにするとは？ 

・新しいアイデアが生まれる環境づくりをする 

・人に行動を起こすように励ます 

・新しいアイデアや考え方の聞き役になり、それが一般
に受けるかどうかを試す実験台となる 

・人は、各人の長所を引き出すリーダーについていきた
いと思う 
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周囲が行動を起こせるようにする 

リーダーは、他の人が行動を起こすように励ます 

リーダーは、人が意思決定できるように権限を与える 

リーダーは、人が失敗したときに力になる 

忘れてはいけないのは、完全な人などいないというこ
と。あなたも含めて。 
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どのようにして周囲が行動を起こせるようにする
か 

リスクをとることや失敗が許される環境づくりをする 

今までになかった考え方をするように励ます 

他の人が革新的なアイデアを生み出し、改善を引っ張っ
ていけるようにする 

他の人の邪魔をしない！ 
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5．心に触れる 

なぜ心に触れるのか？ 

・人は、自分のことを気にかけてくれるリーダーを求め
ている 

・人は、その人にとって何が大切なのか、時間をとって
話を聞いてくれるリーダーについていく 

・自分の心をさらけ出すことが、リーダーとして人の心
に触れる最善の道 

・人の心に触れたとき、その人を大きな変化・成長に導
くことができる 
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心に触れる 

リーダーは、人を心から励ますとき、心にあることを打
ち明ける 

人は自分が自分で思っている以上の存在になるように
励ましてくれる人を求めている 

人の心に触れれば、その人の人生は変わる 
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優れたリーダーが実践する５つのベストプラクテ
ィス 

1. 手本を示す 
2. ビジョンを共有する 
3. 作業過程を疑う 
4. 周囲が行動を起こせるようにする 
5. 心に触れる 
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質疑応答 

ご質問がありましたらどうぞ 



2. 変化の中でリーダーシップを発揮するには 

2014 年 11 月開催  9 

2. 変化の中でリーダーシップを発揮するには 

24 

 

セミナー内容： 

・優れたリーダーが実践する５つのベストプラクティス 
・変化の中でリーダーシップを発揮するには 
・ネットワーク作りの秘訣 
・フィードバックの与え方、受け取り方 
・信頼されるリーダーになるために 
・リーダーに求められる姿勢 
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変化の中でリーダーシップを発揮するには 

人は変化にどう反応するか 

変化についてリーダーが知っておかなければならない
こととは 

変化を乗り切る８つのステップ 
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人は変化にどう反応するか 

人は、自分にはわからないことに恐れを抱く 

人は、情報がなければ適当にごまかそうとする 

変化に不安を感じることは自然な感情である 

変化はプラスにも、マイナスにもなりうる 

変化を避けようとしても結局は逃れることができない 
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変化についてリーダーが知っておかなければなら
ないこと 

リーダーのあなたの反応次第で、周りの人の変化が変わ
ってくる 

周りの人は、あなたがどう導くか、あなたをじっと見て
待っている 

時間をとって長期的に考え、計画を立てる 

変化の中で周囲とコミュニケーションをとることを怠
らない 
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研究結果が教えてくれたこと 

ジョン・コッター：ハーバード・ビジネススクール 

組織変革のためのロードマップ：８つの段階 

1．危機意識を高める 
2．変革推進チームをつくる 
3．ビジョンを描く 
4．ビジョンを周知徹底する 
5．ビジョンを行動に移せるように権限を与える 
6．短期的な成果を上げる 
7．変革の上に変革を積み重ねる 
8．変革を組織に根付かせる 
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危機意識を高める 

変われるチャンス、変わらないことで招く可能性のある
危機的状況を見極める 

これから何が変化するのか、なぜその変化が必須なのか
を知る必要がある 

変化の影響を受ける人々のニーズ、価値観、信念を考慮
する 

変わらないことの結果を考える。変化するよりもしない
方が痛みを伴うか 

変化する必要性を語りかけていく 
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変革推進チームをつくる 

変革をデザインし、実施する推進グループを結成する 

あらゆる階層と部門から人を集めてきて、意見・アイデ
アを求める 

グループがチームとして働くように励ます 

グループメンバー間の価値観や考え方をすりあわせ、意
識・行動の変革を進めていく 

チームの各人が同じ価値観を共有する。そうすれば、こ
のチームは変革の牽引車となる 
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ビジョンを描く 

魅力的な将来の姿を描く 

ビジョンを描く。利害関係者の全員が共有するビジョン
でなければならない 

ビジョンを実現するための戦略を練る 

リーダーたちに変革の内容を理解してもらう 

リーダーたちが理解すれば、変化の影響を受ける人々に
ビジョンを現実化していくのに最もふさわしい器とな
る 
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ビジョンを周知徹底する 

組織全体にビジョンを浸透させ、命を吹き込む 

あらゆる方法を使って新しい方向性を浸透させる 

手本を示し、新しい行動様式を教える 

結果が印象的で、説得力のあるストーリーが必要 

どんな人でも、自分以上の存在の一部になりたいし、自
分の価値を認めてもらいたい 

だれにも満たしてほしいニーズがある 
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周囲が行動を起こせるようにする 

新しいアイデアを生み出し、変化していくための障害を
取り除く 

ビジョンと並び立たないシステムや仕組みは変える 

権限を与え、恐れから解放する 

他の人のアイデアと手を借りる 

他の人からのフィードバックや提案を広く求める 

人は、かかわりが深くなるほど、その結果を我が事とし
てとらえるようになる 
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短期的な成果を上げる 

目に見える成果を上げる 

変化に取り組んでいる従業員を認め、褒賞を与える 

個々人の成長や業績を認め、変革を現実化する努力に報
いる。 

変革の進捗状況を見守り、目先の仕事や課題をこなすだ
けではない、目標の実現につながる進歩には褒賞を与え
る 

35 

 

変化の上に変化を積み重ねる 

変革に現実味が出てきたところで、さらなる変化を生み
出す 

変革を現実化できる人材を採用し、昇進させ、育成する 

新しいプロジェクトを導入して現場を活性化させる 

変革意識を保つことに力を注ぐ 

変化を価値観や信念、利害関係者のニーズに結びつける 

局地戦から総力戦へ移行する 
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変革を組織に根付かせる 

変革を組織の DNA に組み込む 

改善を変革に結びつける 

手本を示して変革を引っ張っていける、次世代の経営陣
を育てる 

変革を語り継ぐ 

変革を生む価値観を組織の精神に埋め込む 

37 

 

変化の中でリーダーシップを発揮するには 

前進し続けるには何を変える必要があるか 

変わらなければどうなるか 

変える必要があるものを見極めるのに、手助けをしてく
れる人がいるか 

38 

 

質疑応答 

ご質問がありましたらどうぞ 
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3. ネットワーク作りの秘訣 

39 

 

セミナー内容： 

・優れたリーダーが実践する５つのベストプラクティス 
・変化の中でリーダーシップを発揮するには 
・ネットワーク作りの秘訣 
・フィードバックの与え方、受け取り方 
・信頼されるリーダーになるために 
・リーダーに求められる姿勢 
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ネットワークづくりの秘訣 

ネットワークづくりとは何か 

なぜネットワークをつくる必要があるのか 

ネットワークを育てていくための段階 

41 

 

 

 

 

ネットワークづくりとは何か 
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簡単な定義： 

ネットワークづくりとは、人脈をつくり、その人脈を活
かす芸術である。 

43 

 

人脈づくり 

人脈とは、あなたが信頼し、相手もあなたを信頼してい
る人のこと。互いに、 

 助けとなり、 
 必要なものを提供し、 
 情報を教え、 
 サービスを提供する 

間柄にある。 

44 

 

人脈づくり 

人は、問題解決のために頼りになるだれかを必要として
いる 

あなたが、だれかの人生に変化をもたらすかもしれない 

相手が、あなたの人生に変化をもたらしてくれるかもし
れない 

45 

 

人脈づくり 

だれが人脈になるか、試してみないとわからない 

自分が変わることや成長、行動の変化が伴うかも 

また、普段の習慣の外に出ることになるかもしれない 
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こういう人が人脈になるかもしれない 

・共通の話題がある人 
・教会に来ている人 
・近所の人 
・サービスを提供してくれる人 
・同じ職場で働いている人 
・知人の知人 
・所属しているクラブやグループのメンバー 

47 

 

 

 

 

なぜネットワークづくりが必要なのか？ 

48 

 

簡単な理由： 

よい人脈があれば目標実現の助けになる。それが、自分
や他の人の人生を豊かにすることにつながる。 

49 

 

どのような可能性があるか考えてみる 

・教会に来ている人 
・近所の人 
・サービスを提供してくれる人 
・同じ職場で働いている人 
・知人の知人 
・所属しているクラブやグループのメンバー 
・この会場に座っているだれか… 



3. ネットワーク作りの秘訣 

2014 年 11 月開催  17 

50 

 

 

 

 

ネットワークを育てていくための段階 

51 

 

ちょっと立ち止まってみよう 

クリスチャンとしてネットワークを築いていく際の責
務とは何か 

・互いに励まし合う 
・信者と交流を持つ 
・クリスチャン企業を育てる 
・教会を強める 
・手本を示す 

52 

 

ちょっと立ち止まってみよう 

ネットワークづくりの中でどのように人に仕えていけ
ばいいのか 

・福音を伝える 
・自分の教会を紹介する 
・クリスチャンの友人を紹介する 
・自分の持っている希望について話す 
・心の平安の理由を明かす 
・自分の信仰について語る 
・リーダーシップを発揮する 

53 

 

 

 

 

ネットワークを育てる４つの段階 
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第１段階： 

情報のギブ・アンド・テイク ― 両方通行 

・自分はどのようなサービスやスキルを提供できるか 

・他の人と自分が違うところは何か 

・相手を助けることができる人を知っているか 

・あなたは相手の世界をどのように改善できるか 

55 

 

第２段階： 

人脈の評価 

・この人と会って時間を過ごすことは、相手と自分の双
方に益となるか 

・自分のことを問題を解決する人と考え、相手も同じ性
質を持っているかを見る 

・すべての人と人脈を築くことはできない。時間には限
りがある 

56 

 

第３段階： 

人々と戦略的提携を結ぶ。名刺のやりとりだけで終わら
せない。 

・時間をかけて自分が人脈を築いた人々のスキルとニー
ズを知る 

・人脈を賢く築いていれば、これは喜びになる 

・こうした人々を、アイデアやアドバイスを求め、交流
し、取引先を紹介してもらうリソースとして頼る 

57 

 

第４段階： 

ネットワークを保つ ― メンテナンス 

・効率の良い時間管理を行う 

 ・だれでも食事をする 

・人脈の中で優先順位をつける 

・だれにでも親切にする。将来、力になってくれる人が
どこにいるかわからないのだから 



3. ネットワーク作りの秘訣 

2014 年 11 月開催  19 

58 

 

質疑応答 

ご質問がありましたらどうぞ 



アン・ベイリー「聖書的リーダーシップ（2）」 

20 第２回 クリスチャン・リーダーシップセミナー 

4. フィードバックの与え方、受け取り方 

59 

 

リーダーシップセミナー 

2014 年 11 月開催 

60 

 

セミナー内容： 

・優れたリーダーが実践する５つのベストプラクティス 
・変化の中でリーダーシップを発揮するには 
・ネットワーク作りの秘訣 
・フィードバックの与え方、受け取り方 
・信頼されるリーダーになるために 
・リーダーに求められる姿勢 

61 

 

フィードバックの与え方、受け取り方 

フィードバックとは何か 

どのようにフィードバックを与えれば良いか 

どのようにフィードバックを受け取れば良いか 



4. フィードバックの与え方、受け取り方 
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62 

 

フィードバックとは何か 

フィードバックは贈り物 

だれかからもらう「情報の贈り物」で、自分自身のこと
を知る機会となる 

 

どういう意味でしょうか？ 

63 

 

ジョハリの窓 

 自分は知っている  自分は知らない 

他人は知っ

ている 

信頼関係を築く 

チャンス 
 盲点 

    

他人は知ら

ない 
建前（うわべ）  未知の領域 

 

64 

 

ジョハリの窓 

 自分は知っている  自分は知らない 

他人は知っ

ている 
信頼関係を築く  

話を聴いて、 

心を開く 

    

他人は知ら

ない 

思い切って自分を 

さらけ出す 
 

未知の領域にも 

心を開く 

 

65 

 

どのようにフィードバックを与えれば良いか 

フィードバックを与えるには勇気とリーダーシップが
いる。それが、オープンで、正直な、心の通うコミュニ
ケーションを可能にする。 

４つの段階： 

1. 観察したことを相手に伝える 
2. それがもたらす影響について考えを述べる 
3. 間を置く 
4. 提案をする 



アン・ベイリー「聖書的リーダーシップ（2）」 

22 第２回 クリスチャン・リーダーシップセミナー 

66 

 

どのようにフィードバックを受け取れば良いか 

フィードバックを受け取るには勇気とリーダーシップ
がいる。それが、オープンで、正直な、心の通うコミュ
ニケーションを可能にする。 

４つの段階： 

1. 相手の言うことをしっかり聴く 
2. 守りの姿勢に入らない 
3. 質問をして相手の真意を確かめる 
4. 相手に感謝する 
 

67 

 

フィードバックの与え方 
観察したことを伝える 
その影響を語る 
間を置く 
提案をする 
 
フィードバックの受け取り方 
しっかり聴く 
守りに入らない 
質問して真意を確認する 
感謝する 
 

68 

 

フィードバックにどう対処するか 

フィードバックにどう対処するかで、あなたのリーダー
としての姿勢が浮き彫りになる 

人の意見に心を開いているか 

変わろうという意志があるか 

だれかに自分の成長を手助けしてもらう意思があるか 



4. フィードバックの与え方、受け取り方 
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69 

 

質疑応答 

ご質問がありましたらどうぞ 



アン・ベイリー「聖書的リーダーシップ（2）」 

24 第２回 クリスチャン・リーダーシップセミナー 

5. 信頼されるリーダーになるために 

70 

 

セミナー内容： 

・優れたリーダーが実践する５つのベストプラクティス 
・変化の中でリーダーシップを発揮するには 
・ネットワーク作りの秘訣 
・フィードバックの与え方、受け取り方 
・信頼されるリーダーになるために 
・リーダーに求められる姿勢 

71 

 

信頼されるリーダーになるために 

信頼関係はなぜそれほど重要なのか 

信頼関係が崩れるとどうなるか 

チームのリーダーに対する信頼はどのようにして育つ
か 

72 

 

信頼関係はなぜそれほど重要なのか 

偉大なリーダーを描写する際によく使われる言葉 

 正直 
 誠実 
 コミュニケーションの達人 
 ビジョン 
 情熱 
 信頼できる人 



5. 信頼されるリーダーになるために 
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73 

 

こんな人について行きたいと思いますか 

発言と行動が一致しない人 

あなたの幸せに関心がない人 

あなたにするように言っていることを、自分自身ではし
ようとしない人 

74 

 

こんな人について行きたいと思いますか 

お金に関して不正直、不誠実な人 

約束を守らない人 

あなたが大切にしていることを大切にしない人 

75 

 

信頼関係は崩れやすいもの 

人は、信頼関係がなくなった人についていこうとはしな
い 

失った信頼を取り戻すには５倍の時間がかかる 

信頼関係を失うと、もう二度と修復できないかもしれな
い 

76 

 

信頼はこうして生まれる 

だれにも見られていない時のあなた 

どのような状況でも、言行が一致している 

相手の言うことに耳を傾ける 

赦しを求めるべき時を知っている 

赦して忘れるべき時を知っている 



アン・ベイリー「聖書的リーダーシップ（2）」 

26 第２回 クリスチャン・リーダーシップセミナー 

77 

 

信頼関係が崩れるとどうなるか 

コミュニケーションがなくなる 

目標に向かった進歩が止まる 

チーム、組織が機能しなくなる 

心が傷つく 

どうすればいいのかわからなくなる 

78 

 

どうやって信頼関係を育むか 

自分が信頼している人のことを考えてみる 

未知の領域に踏み込む時でも、ついていこうと思う人 

自分もその人のようになりたいと尊敬している人 

79 

 

あなたが信頼するその人は 

誠実に行動しましたか 

時間と共に変化を遂げ、成長していきましたか 

問題・もめごとを隠さず、オープンに取り扱いましたか 

80 

 

あなたが信頼するその人は 

自分が間違った時にそれを認めましたか 

赦しを求めますか 

一貫した価値観を持って生きていますか 

お金に不正直なところはないですか 



5. 信頼されるリーダーになるために 
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81 

 

人は… 

あなたが誠実に人を導いている姿を見る必要がある 

あなたが信じていることを理解する必要がある 

あなたがその人のことを気遣っていると知る必要があ
る 

あなたを信頼するためには時間が必要 

82 

 

信頼関係を築くには 

 時間 
 努力 
 人間関係 
 価値観 
 情熱 
 そして、誠実さ 

が必要 

83 

 

質疑応答 

ご質問がありましたらどうぞ 

 
  



アン・ベイリー「聖書的リーダーシップ（2）」 

28 第２回 クリスチャン・リーダーシップセミナー 

6. リーダーに求められる姿勢 

84 

 

セミナー内容： 

・優れたリーダーが実践する５つのベストプラクティス 
・変化の中でリーダーシップを発揮するには 
・ネットワーク作りの秘訣 
・フィードバックの与え方、受け取り方 
・信頼されるリーダーになるために 
・リーダーに求められる姿勢 

85 

 

リーダーに求められる姿勢 

姿勢とは何か 

リーダーは自分の姿勢をどうコントロールするか 

自分の姿勢をどうやって改善していけるか 

86 

 

姿勢とは何か 

姿勢の定義： 

人や物事に対する考え方、感じ方 

人の行動に影響を与える感じ方や考え方 



6. リーダーに求められる姿勢 
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87 

 

リーダーは自分の姿勢をどうコントロールするか 

あなたがコントールできること… 

あなたの行動 

あなたの姿勢 

88 

 

リーダーは自分の姿勢をどうコントロールするか 

リーダーは説明責任の所在を明らかにする 

リーダーは未知の領域に踏み込む前に、信頼できる人に
相談し、アドバイスを求める 

リーダーは前もって計画を立てる 

89 

 

リーダーは自分の姿勢をどうコントロールするか 

リーダーは、失敗したときにそれを認める 

リーダーは、成功したときに各人の貢献を認める 

リーダーが行動するときは、奉仕の精神で動く 

90 

 

リーダーは自分の姿勢をどうコントロールするか 

リーダーは、富を持っているとき、それを分け与える 

リーダーは、困難に直面しているとき、それを内に秘め
る 

リーダーは、どうしていいかわからないとき、いったん
立ち止まる 



アン・ベイリー「聖書的リーダーシップ（2）」 

30 第２回 クリスチャン・リーダーシップセミナー 

91 

 

どうすれば自分の姿勢を正すことができるか 

人々の前に立つ前に祈る 

よく本を読み、研究する 

他のリーダーを観察し、さまざまなシナリオに対処する
方法を学ぶ 

メンターに相談する 

92 

 

どうすれば自分の姿勢を正すことができるか 

助けを求める 

じっくり内省する 

考えてから行動に移す 

93 

 

リーダーシップとは… 

特権ではなく、責任 

その責任を軽々しく扱ってはいけない 

多く与えられた者は多く求められる 

94 

 

今回学んだテーマ 

・優れたリーダーが実践する５つのベストプラクティス 
・変化の中でリーダーシップを発揮するには 
・ネットワーク作りの秘訣 
・フィードバックの与え方、受け取り方 
・信頼されるリーダーになるために 
・リーダーに求められる姿勢 



6. リーダーに求められる姿勢 
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95 

 

質疑応答 

ご質問がありましたらどうぞ 

96 

 

リーダーシップセミナー 

アン･ベイリー 

 

 

  



アン・ベイリー「聖書的リーダーシップ（2）」 

32 第２回 クリスチャン・リーダーシップセミナー 

MEMO 

 



 
 
 

第２回 クリスチャン・リーダーシップセミナー 
アン・ベイリー「聖書的リーダーシップ（2）」 

 
1 日目 

時間 セミナー内容 

14：00 ～ 15：00 優れたリーダーが実践する５つのベストプラクティス 

15：00 ～ 16：00 変化の中でリーダーシップを発揮するには 

16：00 ～ 17：00 ネットワークづくりの秘訣 

 
2 日目 

時間 セミナー内容 

10：00 ～ 11：00 フィードバックの与え方、受け取り方 

11：00 ～ 12：00 信頼されるリーダーになるために 

12：00 ～ 13：00 リーダーに求められる姿勢 

 
 
 
 
 
 

アン・ベイリー女史 プロフィール 

 

過去 20 年にわたって、各種リーダーシップ・トレーニング
の講師として活躍。現在、米国シーメンスのリーダーデベロ
ップメント部門の部長。また、アン・アートギャラリーをオ
ープンし、芸術家としても活動している。彼女の一家と中川
一家は、昔からのファミリーフレンドである。 

 
 
 

         名前：                   

 
2014 年 11 月開催  


