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●個人プレーとチームプレーの損得

指導
項目

●報告の極意・連絡の真意・相談の技

●当事者意識 (ownership)と問題意識 (24H Thinking)
●なぜ改善・品質追求・顧客志向がすごいのか？

●リスクは挑戦しないこと ●ふたつの権威

●責任範囲は自ら広げるもの

●日本人ボスのジレンマ ●欧米企業と日本企業の根本的な違い ●日本企業で輝くための心得、他
現地の若手社員が理解できる平易な解説で、日本型の仕事の進め方を理解させ、共感を感じさせます。

■対 象： 若手ローカルスタッフ
若手ローカルスタッフ （非管理者限定）
非管理者限定

■言語: 英語

Shine and Excel in Japanese Corporate Culture!

3 Hours Seminar – 19 JUNE (Wed), 2013
Navigate Your Way Through Japanese Corporate Culture.
Shine and Get your contributions recognized by Japanese Managers.
●Solo Play & Team Play ●Ownership & 24H Thinking ●Secret of Reporting・
Truth of Informing・Art of Consultation ●Why so zealous about Kaizen・Quest for
Quality・Customer First? ●Risk is not in Trying, but in Not Trying ●Two Kinds of Authority
●Expand Your Responsibilities, not narrow them ●Dilemma of Japanese Boss ●Fundamental Differences
Between Western and Japanese Companies ●Art of Shining at Japanese Organizations, etc.

Training
Topics

Learn from the master of Japanese Management in Asia Pacific. See his bio and Watch his YouTube Interview.

■For: Junior level Local Staff (NOT for managers)

■Language: English

～Global HRD Seminar by TempStaff (S)～

講師紹介
河谷 隆司 (Kawatani Takashi)
グローバルマネジメント コンサルタント
（株）ダイバーシティ・マネジメント
研究所代表
●アジア日系企業でのマネジメント訓練の草分け（1990年～）。現地人材の育成は、
シンガポール経営協会、シンガポール製造業者協会（現ＳＭＦ）、シンガポール輸
出協会（当時ＴＤＢ内）、マレーシア経営協会を始め、現地サプライヤー幹部、日
系企業の現地人ミドル、シェル・マイクロソフトなどの外資系、外交官など豊富。
地元ＴＶ・ラジオ出演、国際会議講演など。
●マレーシア戦略国際問題研究所・客員研究員、国際協力銀行委託・ルックイース
ト政策帰国者の動向調査主査、日本在外企業協会在外アドバイザーなどを歴任。
●世界人材開発会議からグローバル人材開発への貢献で受賞(2011)、アジア人材開
発会議の招きでバンガロールで招待講演 (2012)、メーカー・商社・金融など日系
企業のアジア地域多国籍リーダー研修など、アジア太平洋～欧米で活動中。
異文化マネジメント分野で著書８冊。
● URL: www.diversityasia.com
● YouTubeでGlobal Interview を毎月配信中 （講師名を検索欄に打ち込む）

Takashi Kawatani Tak is an award-winning consultant and president at Diversity Management
Institute of Japan. Tak’s life work is to help local staff to excel and shine in Japanese corporate culture
and Japanese staff to become engaging leaders who can earn the trust of local people.
A vanguard of crosscultural management training for Japanese companies in Asia Pacific (1990~) and
a former resident in Kuala Lumpur (17 years), Tak was awarded the Strategic Leadership Award in
Global HR Excellence by World HRD Congress (2011). He teaches Crosscultural Management in 15
countries. Author of 8 books including Managing Together in Asia: Crosscultural Management Guide
and 600 magazine and newspaper articles, over 160 weekly FM radio shows, and several TV
appearances during 25 years. Watch his Global Interview on YouTube.
This programme will be one of the most beneficial learning events you will EVER attend!

セミナー開催概要
セミナー開催概要 / Seminar Details
■日程 2013年 6月19日（水） 3時間セミナー
■時間 午前：9：30～12：30
■場所 クロスコープシンガポール 会議室
ラッフルプレイス駅 から 徒歩9分
CROSSCORP SINGAPORE Conference Room
80 Robinson Road #10-01A , Singapore
■定員 30名
■参加費 S$150+GST
■お申込み方法
申込書にご記入の上、メールにて返信願います。

■Date: 16 October ,Tuesday 2012 3 Hours
Seminar
■Time: AM：9：30～12：30
■Venue: CROSS CORP SINGAPORE Conference Room
80 Robinson Road #10-01A , Singapore
■Maximum Attendant : 30 people
■Fee: S$150+GST
■Application: Kindly email back using the application
form attached in our email flyer

※プログラムは当日予告なく変更することがございますが、何卒ご了承下さい。 Seminar topics may change without prior notice.

お問い合わせ / Enquiries
TEMPSTAFF(S) PTE LTD
担当：森 / Please call Mr. Mori
Tel: 6226-1308 E-mail: good-job@tempstaff.com.sg

