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❖ 第 1２期 コンサル塾 カリキュラム 

※講師の敬称略 
月日 時間帯 カリキュラム 講師等 

第 1 回 

6 月 19 日（日） 

9：15 開塾式 城南支部長 溝口晃子 

城南副支部長 松井正明 

部長 宇野俊郎 

事務局連絡 

9：50 塾生自己紹介(各自 3 分)  

11：00 プロコン活動の心構え 前東京協会会長 小黒光司 

12: 00 昼食  

13：00 パネルディスカッション(1h) 岩崎、松浦、高野 

MC:宇野 

支援機関から見た仕事を願いしたい診断士とは。 

15：10 主催者に採用されるセミナー企画書の作り方 

レッスンプランの役割、作り方(2h) 

副支部長 松井正明 

企画書及びレッスンプラン作成の基礎知識を学ぶ。 

17：10 事務局連絡 ML、3 点セット、Filest 等 

17：30 修了  

18：00 開塾記念交流会（①）  

第 2 回 

7 月 16 日（土） 

9：10 集合  

9：30 創業支援実務 

経営者講話 飲食店ノウハウ（押さえるべき

ポイント）(2h) 

安部一光 

SURF CAPP inc.代表取締役 水

口憲治 

創業者の体験談から創業の実際を知る。 

11:30 昼食  

12：30 業種別コンサル① 飲食業(2h) 村山誠一郎 

飲食店コンサルティングの実務を習得する。 

14：40 摸擬講演 部長 宇野俊郎 

17：00 セミナーの進め方①(1h) 副支部長 松井正明 

18：00 終了  

第 3 回（合宿） 

8 月 20 日（土） 

＠永山 

9：00 集合  

9：30 摸擬講演 部長 宇野俊郎 

12:00 昼食  

13:00 経営分析の実務(4h) 中小企業販路開拓支援協議会理

事長 川上正人 

事業環境の側面から対象企業の強みと経営課題見いだすことが出来る 



第 12 期コンサル塾 
2016/05/17 版 

（一社）東京都中小企業診断士協会 城南支部 コンサル塾部 
 
 

2 
 

17:00 経営発達計画の実践事例(1h) 高知商工会議所 

先進的な商工会議所の取り組みを知る 

18：00 終了  

18:30 交流会② 永山 

第 4 回（合宿） 

8 月 21 日（日） 

＠永山 

9:30 コンサルティング及びコンテンツの作り方

(7.5h) 

中小企業販路開拓支援協議会理

事長 川上正人 

支援機関から求められるコンテンツづくりのノウハウを知る 

12:00 昼食  

13：00 コンサルティング及び研修コンテンツの作り

方 

中小企業販路開拓支援協議会理

事長 川上正人 

支援機関から求められるコンテンツづくりのノウハウを知る 

17：00 終了  

第 5 回 

9 月 17 日（土） 

9：10 集合  

9：30 中小企業の財務の見方(2.5h) 税理士 津田弘一 

実際の中小企業における財務分析のポイント。 

12: 00 昼食  

13：00 事業承継支援実務および税務(2h) 税理士 津田弘一 

事業承継支援の実際と実務を習得する。 

15：00 摸擬講演 部長 宇野俊郎 

17：10 セミナーの進め方②(1h) 副支部長 松井正明 

18：10 終了  

第 6 回 

10 月 15 日（土） 

9：10 集合  

9：30 中小企業の経営革新(2h) 

経営革新企業事例 

東京都振興公社 岡田 

(株)ケイズ 代表取締役社長 

河西孝 

経営革新計画の作成や申請の実務を学ぶ。事例企業に接することにより経営革新

の実際を知る。 

11：30 昼食  

12：30 中小企業支援施策(2h) 東京都振興公社 岡田 

診断士に求められる中小企業の支援施策の会社への提案や活用方法を学ぶ。 

14：40 摸擬講演 部長 宇野俊郎 

17：00 プレゼン技法①(1h) 副支部長 松井正明 

18：00 終了  

第 7 回 

11 月 19 日（土） 

9：10 集合  

9：30 事業デューデリジェンス手法 

経営改善計画策定(2.75h) 

部長 宇野俊郎 

事業再生におけるデューデリジェンスと経営改善計画の策定実務を習得する。 

12:15 昼食  
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13：15 経営改善計画における BS、CF、返済計画策定

（1h） 

部長 宇野俊郎 

経営改善計画における財務 3 表の作成方法を学ぶ。 

14：25 摸擬講演 部長 宇野俊郎 

16：35 プレゼン技法②(1h) 副支部長 松井正明 

18：00 終了  

第 8 回 

12 月 17 日（土） 

9：10 集合  

9：30 中小企業の人事管理及び人材育成(2h) 宮木公平 

労務管理や中小企業にあった人事制度はどのようなものかを学ぶ。 

11：30 昼食  

12：30 業種別コンサルティング② 建設業(1.5h) 後藤優太 

建設業や工務店に対するコンサルティングのポイントを知る。 

14：10 摸擬講演 部長 宇野俊郎 

16：50 スライドの作成･効果的な使い方①(1h) 副支部長 松井正明 

18：00 終了  

18:30 大忘年会 ○3   

第 9 回 

1 月 21 日（土） 

9：10 集合  

9：30 地域資源活用の実務・事例解説(3h) 高島利尚 

地域資源活用における計画策定の実務を習得し、認定を受けた企業の話を聞くこ

とによりより深い実務を理解する。 

12：30 昼食  

13：30 摸擬講演 部長 宇野俊郎 

15：30 スライドの作成･効果的な使い方②(1h) 副支部長 松井正明 

16：30 （仮）融資の審査ポイント(1.5h) 日本政策金融公庫渋谷支店融資

課長 

金融機関から見た中小企業の評価方法を知ることにより、融資を受けるために必

要な経営改善や経営管理の仕組みづくりを考える。 

18：00 終了  

 交流会 ○4   

第 10 回 

2 月 19 日（日） 

9：10 集合  

9：30 プロコンの営業術(2h) 埼玉県協会 高澤会長 

 

11:30 昼食  

12：30 販路開拓の実務(3h) 副支部長 松井正明 

 

15：40 模擬講演 部長 宇野俊郎 

18：00 終了  
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第 11 回 

3 月 18 日（土） 

9：30 集合  

10：00 修了式 城南支部長 溝口晃子 

10：35 プレゼンテーションコンペ  

16：00 塾生 OB による特別講演 未定 

18：00 終了  

18:30 卒塾記念交流会 ○5   
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