静岡大学「地域連携応援プロジェクト」情報学部 田中宏和 研究室

土曜の朝と木曜の夜は経営革新

www.syscolla.or.jp

IT経営革新 行き

中小企業の情報化推進と社会人基礎力を育む

IT 経営実践道場
座学

4ヶ月間

10講座＋IT革新
パスポート

本実践道場は、これまで研究室で行ってきた活動の経
験とノウハウ、および地域社会とのつながりをベース
に社会人基礎力として「前に踏み出す力」「考え抜く力」
「チームで働く力」を養う 21 世紀の実践研修として、
展開いたします。

今日から役立つ内容満載！

■ 講演会 ( 5 講座)
1 受注をとる交渉術

国立大学法人静岡大学 情報学部 教授 工学博士

2 販路開拓のマーケティング
3 勝つためのプレゼンテーション
4 金融機関がチェックする財務諸表のポイント
5 IT を使った業務改善の進め方

通常 3000×5
15,000 円を
5 回一括申し込み
10,000 円

2012 10 月開講
定員 100 名
会場 静岡大学 浜松キャンパス
参加費＋資料代 1 講座 各 3,000 円

より深く

討議

ビジネス ゲームによる体験学習研修風景（2012. 春）

グループ討議で感動共感！

■ ケース研究 ( 5 講座)
1 ビジネス ゲームによる経営者能力のパワーアップ
2 ケースで学ぶ販売戦略
3 展示会・ 商談会の成功ストーリー構築
4 ケースで 学ぶ IT を使った業務改善
ケース研修では、小グループによる討議形式で実施します。

5 商談を成功に導くビジネスマナー
※ 簡単プロ グラミングの ABC（土曜日午後に開催）

通常 3000×5
2012 11 月開講
定員 30 名
15,000 円を
会場 静岡大学 浜松キャンパス
5 回一括申し込み
参加費＋資料代 1 講座 各 3,000 円

ここでは、参加者が今までの現場経験と対応行動等の共有認識の場
からスタートし、新たな取り組みに向かって自らが「意識を変える
」「知識を習得する」「行動を変える」ことを実例の展開から構築し
ていきます。

10,000 円

具体的に

実践

研究室でのシステム構築討議風景（2012. 夏）

現場、即戦力 システム構築！

■ アクティブラーニング (PBL)

学生とコラボによる自社の IT 経営の実践

2012 11〜12 月開講 定員 5 社
会場 静岡大学 浜松キャンパス
（学生の大学から貴社までの実費交通費のみ負担）

システム構築を無料で実施！

限定 5 社

PBL(Project Based Learning）
とは、現実世界における
問題の解決を図るために
行なわれる、参加者によ
る主体的学習を重視した
体験型学習のことです。
この仕組みを展開します。
※ 田中研究室では2007年から
地域の皆さまと連携して実践して
まいりました。

主催：一般社団法人 システムコラボ・マネジメント
共催：国立大学法人 静岡大学
後援 ：浜松商工会議所、はましん経営塾、浜松信用金庫、遠州信用金庫、磐田信用金庫、掛川信用金庫
静岡大学の 2012 地域連携応援プロジェクトとして実施い たします

System
Collaboration
Management

IT 経営実践道場 申込書（浜松地区）

開催日程（予定）及びプログラム

参加費＋資料代 お一人 １講座

■ 講演会(座学)
○は午前10時〜12時 △は19時〜21時
△10月 4日
（木） 受注をとる交渉術
○10月13日(土） 販路開拓のマーケティング
△10月18日(木） 勝つためのプレゼンテーション
△10月25日
（木） 金融機関がチェックする財務諸表のポイント
△11月 1日(木） ITを 使った業務改善の進め方

www.syscolla.or.jp
主催：一般社団法人 システムコラボ・マネジメント
共催：国立大学法人 静岡大学
後援 ：浜松商工会議所、はましん経営塾、浜松信用金庫、
遠州信用金庫、磐田信用金庫、掛川信用金庫

3,000円

お得な申し込み

中山 講師（シスコラ副理事長）
IT経営革新 行き
浜田 講師（経営コンサルタント）
座学まとめて
中山 講師（シスコラ副理事長）
杉本 講師(遠州信用金庫 中小企業診断士) 10,000円
田中 講師（静岡大学教授）
パスポート

■ ケース研究
○は午前10時〜12時 △は19時〜21時 ▲は19時〜22時
△11月 8日(木） 展示会・商談会の成功ストーリー構築
中山 講師（シスコラ副理事長）
△11月15日
（木） ケースで 学ぶ販売戦略
浜田 講師（経営コンサルタント）
○11月24日(土） 商談を成功に導くビジネスマナー
小原 講師（元JAL客室乗務員教官）
▲11月29日
（木） ビジネス ゲームによる経営者能力のパワーアップ 田中 講師（静岡大学教授）
○12月15日(土） ケースで 学ぶITを使った業務改善
田中 講師（静岡大学教授）
※ 簡単プログラミングのABC 各土曜日の13時〜16時に開催いたします。
■ アクティブラーニング(PBL)
12月・2013年1月 （日程はお申し込み事業所様と打合せの上、確定させて頂きます）
学生とコラボによる自社のIT経営の実践
（必要により、金融機関の専門家等も同行し、
より現実的で的確な分析やアドバイスも実施したします）

■ 講演会（座学）

申込 ：本紙に記入
↓
確認 ：静大生より連絡が
↓
有ります。
入金 ：申込完了

■ ケース研究
より実践的な内容をケース
スタディで学ぶと共に、更に掘り
下げた情報交流の場の提供。

現場で使えるノウハウの
修得の場。
情報交流の場の提供。

定員

100 名

30 名

更なる実践
展開

5社

必要事項をご記入の上、お手数ですがFAXまたはメール添付にてお申し込みをお願いたします。

平成

一般社団法人 システムコラボ・マネジメント 行
貴社名

年

月

日

静岡大学の 2012 地域連携応援プロジェクトとして実施いたします。
後日、静岡大学田中研究室から、詳細内容の説明及びご確認の連絡を
させて頂きますので、下記項目をご記入の上、お申し出下さい。

■ IT経営実践道場に参加申込をいたします。
所属・役職名
TEL

FAX

種

申し込み

パスポート

無料

定員

FAX No. ：053-478-1570
メールアドレス ：info@syscolla.or.jp

業

10,000円

具体的な、現場把握、分析の
実施。
オリジナルシステムの開発運用
成果の検証の実施

簡単プログラミングのABC

お申し込み

T E L/FAX

ケース研修まとめて

■ アクティブラーニング

専門家相談会・参加者交流会

定員

IT経営革新 行き

※申込者多数の場合は、先着順とさせて頂きます。
日程及びプログラム内容は変更する場合がございます。

IT経営実践道場の流れ
■ 申込

＋

氏

名

電子メール
レ をお願いいたします。
下記の□内に□
□ 講演会(座学)5講座＋ケース研究5講座＋アクティブラーニング(PBL)
□ 講演会(座学)5講座
□ 10/ 4（木） 受注をとる交渉術
□ 10/ 3(土） 販路開拓のマーケティング
□ 10/18(木） 勝つためのプレゼンテーション
□ 10/25（木） 金融機関がチェックする財務諸表のポイント
□ 11/ 1(木） ITを 使った業務改善の進め方

@
□ ケース研究5講座
□ 11月10日(土） 展示会・商談会の成功ストーリー構築
□ 11月15日
（木） ケースで 学ぶ販売戦略
□ 11月24日(土） ビジネス ゲームによる経営者能力のパワーアップ
□ 11月29日
（木） 商談を成功に導くビジネスマナー
□ 12月15日(土） ケースで 学ぶITを使った業務改善
□ ※ 簡単プログラミングのABC
□ アクティブラーニング(PBL)

System Collaboration Management

一般社団法人 システムコラボ・マネジメント

国立大学法人 静岡大学の研究室から誕生いたしました。

私どもは、リーダーシップを発揮して経営革新を推進する企業人を育成します。
私どもは、「人」と「業務」と「システム」が互いに影響し合いながら成長・発展していくプロセスを提供いたします。
〒430-0807
〒104-0033

静岡県浜松市中区佐藤2-4-15-102 TEL ＆ FAX 053-478-1570
東京都中央区新川2-2-1-209 ナレッジコラボ事業協同組合内 TEL 03-3552-7474

事業に関する詳しいお知らせや、最新情報は下記WEBサイトへ
シスコラ

http://www.syscolla.or.jp/

FAX 03-6280-5208
2012.9.012

