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概要
数字を自在に扱い、ビジネスに必須の把握力、発想力、推定力、目的達成力を身につけるための
実践書。数字を読むための７つの基本

ビジネスマンのための「数字力」養成講座 - これで、もっともっと見えてくる - 小宮 一慶 - 本の購入
は楽天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレ
ビュー・感想も満載。

これを読んでくれているあなたはおそらく、会社の業績を少しでも良くしようと、毎日一生懸命働くだ
けでなく、自分を高めるために、いろいろなビジネス書を読んだり、セミナーに参加したり、 人に会った
りすることを惜しまない、一部のとても真面目な人のはずです。 まず、あなたが . 人を増やしてもっとた
くさん開拓しようと試みますが、結局、増えた人件費を賄うためにさらに忙しく走り回るという悪循環に
なってしまいます。 一方、トップ経営者は、 .. それが、今回「トップ経営者養成講座」を作った理由
です。このプログラムは、.
Yahoo!ショッピング | 養成講座 数字力の商品一覧。お買得な人気商品をランキングやクチコミから
も探せます。Tポイントも使えてお得。
2017年3月28日 . 村尾佳子氏（以下、敬称略）：今回のテーマは「地域を変革する社会起業家に
学ぶ事業構想と実行力」ですが、おそらく会場にお集まりの皆さまは、「ビジネスの現場でイノベー
ションを生み出すためのヒントが欲しい」「どうすれば地域の変革に貢献できる . そして、そこで復興
支援のお手伝いをしているうち、「もっと手伝え」と言われてさらに深く入り込んでいった。 . そんなと
き、これもたまたまだけれども、当時の私はさまざまな経営者および起業家の方々とお話を聞かせて
いただく機会にも恵まれていた。
イネスの指導のもとで過ごしたミス・ユニバース・ジャパン時代の経験から、「自分に自信が持てない」
「もっと自分を変えたい」「美しくなりたい」と思う女性たちへ、この「HOW TO」を伝え導くことが自分
の使命と確信。 . 姿勢・ウォーキング・美しぐさ・メンタルなど内面も外面もサポートする。「～雰囲気
を美しくまとう～」をモットーとした独自のレッスンは全国から受けに来るほど人気講座。優美な表現
力に定評を得ている。に帰国。ワールドクラスでは当たり前の「様々な美のあり方」を日本女性に伝
えるべく指導に専念している。
ビジネスマンのための「数字力」養成講座 これで、もっともっと見えてくる/小宮一慶（ビジネス/経済）
が通販できます。ビジネスマンのための「数字力」養成講座これで、もっともっと見えてくる/小宮一慶.
これまで経済産業省では、「平成２４年度産業経済研究委託事業（産学連携によるインターン
シップのあり方に関する調査）」及. び「平成２５年度産業経済研究 ... の期間でその学生の能力レ
ベルが見えてくるの. で、そのレベルに応じて、 .. インターンシップは面. 倒という意見があるが面倒な
のは当たり前。面倒だからこそ仕組みにした。新興国でビジネスを広げようと. 思ったらもっと面倒であ
る。 伊藤氏：プログラムはつくるべき。中身だけではなく、事前、実習、事後、三つまとめて考える必
要がある。学. 生も企業もメリットが.
里山の葉っぱや花を収穫し、料理の“つま”として出荷する葉っぱビジネスで成功する上勝町・いろど
り。 . しかしこの悩ましき問題も見方を変えればおもしろいことがたくさん見えてくる。 . その光景を見
たときに「これだ！」「そうだ、葉っぱを売ろう」と気づいた。 わくわくしながら地元に帰り町民を集めて
葉っぱを売ることを提案。しかしその結果は散々で、「葉っぱをお金に換えるのは狸や狐のおとぎ話
だ」と大笑いされてしまった。ある人は、「こんな葉っぱを売ってまでお金を稼ぎたくない」といい、地域
資源をお金に換えることへの.
名刺交換や電話対応よりも、もっと、もっと、より社会人として基本的な部分に時間をかける必要性
があると思います。 マナーの必要性 . を重ねて参りました。研修の現場から見えてくるヒントや得られ
る課題から、どのようなテーマやプログラムを企画すればよいか、その議論を通じて実現した研修をご
紹介致します。 . 文系だから』 を言い訳にせず、正解があった数学の問題を解いていた「学生脳」か
ら、正解のないビジネスを数字の力を使って前に進める「ビジネス脳」へと変換させることが最終ゴー
ルです。 研修プログラム案.
2017年11月13日 . アジア諸国を訪問していたアメリカのトランプ大統領は、あすフィリピンのマニラで
開かれる東アジアサミットに出席して、10日間あまりに及んだアジア歴訪の旅を終えます。▽核ミサイ
ル .. ビジネスマン出身で外交はあまり得意とは言えないトランプ大統領にとって初めてのアジア訪問
でしたが、トランプ政権は今後、アジア諸国とどう関わっていこうとしているのでしょうか？ .. 見えてくる
のは、加計学園側の準備不足ぶりです。３月末に提出された申請に対して５月に１回目の意見が
示されました。内容は.
2013年9月17日 . アメリカ人は株式や投資信託を買って積極的に資産を増やしている。これは日本
人の共通認識であると言っても過言ではないだろう。

3 日前 . ディスカヴァー・トゥエンティワン 書籍キャンペーン. ビジネスマンのための「数字力」養成講座
1,080円 → 432円. ビジネスマンのための「数字力」養成講座 これで、もっともっと見えてくる ビジネス
マンのための力養成講座シリーズ (ディスカヴァー携書) [Kindle版]. 小宮一慶. ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン. 2013-01-29.
2015年10月7日 . 「ビジネスマンのための「数字力」養成講座 これで、もっともっと見えてくる」の感想
＆思ったことメモ（半分自分用） ・具体化 ビジネスでは、なんであれ、物事をできるかぎり具体化、
数値化することが求められます。だいたい、物事は、具体化しないかぎり、実行できないし、数字とい
うのは、ある意味、究極の具体化です。つまり、 「数値化…
【web講座】相手からＹｅｓ！という決断を引き出すために. 決断というと、自分がすることだけだと思い
がちですよね。 でも、あなた自身がすることだけではありません。 相手に決断を促して、「Ｙｅｓ！」を
引き出すことも、ビジネスではとても大切です。 . 【web講座】コンピュータ将棋に見た「決断における
感情コントロール」. 前回に引き続き、将棋と決断力のお話です。 決断をするとき、私たちは迷い、
悩みます。 これで本当にいいのか？ほかに手立ては無いのか？今決めないといけないのか？ 失敗
したらどうし…
ビジネスマンのための「数字力」養成講座 これで、もっともっと見えてくる （ディスカヴァー携書）/小宮
一慶（新書・選書・ブックレット：ディスカヴァー携書） - 数字を自在に扱い、ビジネスに必須の把握
力、発想力、推定力、目的達成力を身につけるための実践書。数字を読むための７つの基本、５
つの習慣、そして.紙の本の購入はhontoで。
2014年8月8日 . 戦略リーダーシップ 「リーダーシップ能. 力」養成講座. 石川 忠幸、小野 隆一/著.
東洋経済新報社. 336/IT. (2004.9). 日. ☆. 33. ビジネスマンのための「数字力」養成講座. これ
で、もっともっと見えてくる. 小宮 一慶/著. ディスカヴァー・トゥエンティワン. 336/KK. (2008.3). 日. ☆.
34 リーダーシップ入門. 金井 壽宏/著. 日本経済新聞社. 336/KT. (2005.3). 日. ☆. 35. 組織開
発ハンドブック 組織を健全かつ強. 固にする 4 つの視点. ピープルフォーカス・コンサルテ. ィング/著.
東洋経済新報社. 336/PE. (2005.11).
トップ; ＞; レビュー; ＞; 数字力＝把握力＋具体化力＋目標達成力。シリーズ最強のリテラシーを
身に付ける！ 数字力＝把握力＋具体化力＋目標達成力。シリーズ最強のリテラシーを身に付け
る！ ディスカヴァー21. 2011/6/27. ビジネスマンのための「数字力」養成講座 これで、もっともっと見え
てくる. ハード : iPhone/iPad, 発売元 : Discover21. ジャンル：, 購入元：AppStore. 著者名：, 価
格：600円. ※最新の価格はストアでご確認ください。 この書籍を読む. 本書は経営コンサルタント・
小宮一慶氏のビジネスマンのための.
2008年3月15日 . 「ビジネスマンのための「発見力」養成講座」やテレビでもおなじみの小宮一慶さ
んの新刊。 サブタイトルの「これで、もっともっと見えてくる」は伊達ではなかった。 本当に見えてきた。
（詳しくは後述） 最近、フェルミ推定なるものが話題です。 「シカゴにピアノ調律師は何人いるか？」
や、「日本全国に電柱は何本あるか?」といったあれですね。 本書でも、ある数字を手がかりとして知
りたい数字を推論する方法が紹介されています 例えば、演習問題で出てくるのは ・わが国の1年間
の書籍の売上高は？
2010年7月17日 . 本のヒント＞. なぜ、ヒトは自分とではなく〆切と戦うのか？ 著者三谷さんが発す
る初めの問いである。「〆切にならないとやる気がでないと、ヒトは言うが、私にはそんなコワイことは
できなかった」と、コンサルタント時代を振り返りながら三谷さんは言う。 そう、僕たちは締切間際のバ
カぢからをどこかで期待したりする。でも、本当は違うんだけど・・・とも思っている。 三谷さんは、そこを
鋭く切り込み、本当の整理術というか、整流術を特別講義として展開している。 で、どうするの？
答えは３つ。「分ける」「.
2008年3月1日 . 発売以来、ベストセラーとなった『ビジネスマンのための「発見力」養成講座』に次ぐ
本書は、まさに経営コンサルタントとして多くの企業の経営上の問題解決にあたる傍ら、テレビ等で
も活躍の著者の真骨頂。GDPから自分の会社の売上げ、野立て看板の数まで、数字の表すもの
やさまざまな数字との関連を読み解いていくさまは、推理小説よりおもしろい！ といっても、本書は、
それを読んで楽しみ、単に知的に遊ぶためのものではない。数字を読むための７つの基本、5つの習
慣、そして、陥りがちな罠と、.

今月のマーケ大基礎講座では『売れる仕組みづくりしてますか？』というテーマで、 .. 前職での業務
を通じ、『新潟県内の企業を幅広くご支援したい』、『生まれ育った新潟をもっとより良くしたい』との
思いから平成２８年にグローカルマーケティング㈱に入社。 . わかっているぜ！」という写真を返してく
るそうです。 メッセージのやり取りをしないまま、お互いに「うなじ」を投稿し合うのが将棋の差し合いの
ようで楽しい、と仰っていました。 閑話休題、「事業として成立するか？」という問いに対する私の答
えは「成立する」です。 １５年前.
ビジネスマンのための「数字力」養成講座 これで、もっともっと見えてくる,小宮一慶,書籍,ビジネス・
経済,ビジネス教養,ディスカヴァー・トゥエンティワン,本書は、経営コンサルタントとして多くの企業の経
営上の問題解決にあたるかたわら、 テレビ等でも活躍の著者の真骨頂。 ＧＤＰから自分の会社の
売上げ、野立て看板の数まで、 数字の表すものやさまざまな数字との関連を読み解いていくさま
は、推理小説よりおもしろい！ 年金問題、5000万件って、全体の何％？ ＧＤＰと自分のお給料と
の関係、知っている？ では、日本.
世の中にある講師向けセミナーの多くが「話し方」中心のため、実際に学んだけでは、セミナー開催
できるまでにはならいという声もよく聞きます。 ・そもそも、 . これまでに数多くのセミナー講師のセミ
ナーを企画開催してきた立石自らが実際にやってきたセミナーの売り方、稼ぎ方（集客、自主開催、
ビジネスモデルの作り方）を、出し惜しみなく提供します。 . 認定講座カリキュラムを「上手に話せるよ
うになる」「自ら集客して自主開催できるようになる」には、セミナー講師養成コースを合わせて受講
されておくとさらに効果的です。
2017年12月21日 . 本田直之の「レバレッジ時間術―ノーリスク・ハイリターンの成功原則」. は物事
をもっと効率良く. こなせるヒントがいろいろ含まれています。 この本はちゃんとじっくり読んでいないん
ですが。。。 決して悪い本ではないです。w. 時間管理で悩んでいる人には . 会話上手は聞き上
手」. とは誰でも聞いたことがあると思いますが、. これはけっこう本当です。 もちろんただ聞き役だけに
偏ってしまうと会話になりませんが、w. 多くの人は自分に集中しすぎているのは事実です。 もっと相
手に誠実な関心を持てば、.
見やすく、ミスなく、速く」エクセルで数字力アップ！ 巨額マネーを動かす投資銀行のエクセルの基本
スキルを大公開。外資系コンサルティング会社、大手ＩＴ企業なども注目する２０００人が受講した
大人気セミナー「投資銀行が教える！エクセルで学ぶビジネス・シミュレーション講座 超入門」のエッ
センスを収録 · ビジネスマンのための「数字力」養成講座 これで、もっともっと見えてくる. 著者：小宮
一慶. 出版社：ディスカヴァー・トゥエンティワン. 価格：￥864（税込） · 立ち読み. 取りおき. カート. 数
字が読めれば、見る目が変わる！
2013年8月7日 . 営業マンの使命は何か？「自分の売上目標の達成」では決してない。 「顧客の
利益の増大」こそが法人営業マンの使命だ。自社の利益のために顧客を利用してはいけない。常
にそう考える事で、自分がすべき事が明確になってくる。 顧客の欲しがる製品 . もちろん、これは綺
麗ごとだ。しかしポリシーのない人間は人の信頼を得る事が出来ない。もちろん自分がマネージャー
として、自分の部下に対して、顧客第一主義で、売上は第二でいいなどとは絶対に言えない。営
業マンにとって数字はコミットメントだ。
ビジネス思考力 知識を120%使いこなす見方・考え方』インデックス・コミュニケーションズ 2008年
『本質をつかむ思考力』中経の文庫; 『ビジネスマンのための「読書力」養成講座 小宮流頭をよくす
る読書法』ディスカヴァー携書、2008年; 『お金を知る技術 殖やす技術 「貯蓄から投資」にだまされ
るな』朝日新書 2008年; 『「1秒!」で財務諸表を読む方法 仕事に使える会計知識が身につく本』
東洋経済新報社 2008年; 『ビジネスマンのための「数字力」養成講座 これで、もっともっと見えてく
る』ディスカヴァー携書、2008年; 『「1秒!
2008年3月30日 . 前回ブログで書いた「ビジネスマンのための「数字力」養成講座」の前編。 . これ
で「フォト・リーディング」の講座を受けて速読身につけたら、もっと本読めるな。 . 第１章 見えているよ
うで、何も見えていない新幹線の改札機から出てくる切符、特急券と乗車券、どっちが上？ 思い
込みの罠なぜ、よくお金を拾うのか？ あなたの時計は……？ 見えているつもりになっているだ
け！？ 見える力の大原則. 第２章 関心と仮説でものが見えるまずは関心次に仮説分解してポイ
ントを絞って見る新幹線のグリーン車で、.

2009年1月7日 . この前レビューを書いたビジネスマンのための「発見力」養成講座の次は本当は「ビ
ジネスマンのための「数字力」養成講座 これで、もっともっと見えてくる」なんですが、読み始めたもの
の数字関係はめっぽう苦手でなんとなく拒否反応が出て、その次の解決力養成講座を先に読み終
わってしまいました。 楽天Kobo電子書籍ストア ビジネスマンのための「解決力」養成講座 こうすれ
ば、「打つ手」はすぐに見えてくる 筆者の小宮一慶氏は経営コンサルタントで日頃から問題解決を
行っているらしく、普.
2008年10月23日 . ビジネスブックマラソンとは☆ 元アマゾンカリスマバイヤー、現在は日本を代表する
ビジネス書の専門家、書評家として活躍中の土井英司が厳選してお届けするビジネス書の日刊書
評メールマガジンです。バックナンバーもブログで公開中。 コメント (11) ... お金は入ってくる以上には
使えない！ ってことです ... 本日の一冊は、ベストセラー『ビジネスマンのための「発見力」養成講
座』の著者であり、数字に強い経営コンサルタントの小宮一慶さんが、「数字力」を鍛えるためのメ
ソッドを示した一冊。 ※参考：『.
2017年6月28日 . 一流の経営者やリーダーは何をやっているのか？ 人気コンサルタント小宮一慶
氏の最新刊『経営者の教科書』（ダイヤモンド社）は、その20年以上の経験から成功する経営者・
リーダーになるための極意をまとめた本です。本連載では、同書の中から抜粋して、成功するリーダー
になるための考え方と行動について、くわしく解説していきます。
The latest Tweets on #ビジネスマンのための. Read what people are saying and join the

conversation.
総務省から発表になった数字があります、それは人口問題。出生数が . 私共は20回目を記念する
企画として「通貨 という概念が変わる可能性がある」、 ならば勉強会で取り上げてみようと税務中
心 だった中、敢えてこれを取り上げました。 私たちの常識 .. 悪夢？新しい時代の幕開け？・・・嫌
でもその動向に世界が一喜一憂しそうです。当面はその都度入ってくる情報に乱高下するマーケッ
トを想定しています(逆に投資にはチャンスをもたらしますが)。 昨日の投資戦略と結果. 何度か触れ
た「投資力養成講座」。ちなみに.
ビジネスマンのための「数学力」養成講座カバーに少し擦れ、シワなどありますが比較的綺麗な状態
だと思います。 何か気になる事がありましたらお気軽にコメントどうぞ。 Ü +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Ü この商品は「メルカリ カウル」で出品されています。 --- 「ビジネスマンのための「数字力」養成講座
これで、もっともっと見えてくる」 小宮一慶定価: ￥ 1080 #メルカリカウル #小宮一慶 #本 #BOOK #
ノンフィクション #教養.
2009年1月19日 . ビジネスマンのための「数字力」養成講座 . これ教訓な。 Hide memorial
summitに行った。初の生X JAPANに感動した。 ついでにDir en greyにはまった。 チームで伊豆の
会長別荘に旅行（Outing）に行った。 風邪引いててえらいきつかった。アーチェリー楽しかった。 フィリ
ピン人のダンスのノリは半端なかった。 180sxを車検に出 ... 一時期すげー英語の勉強してたけど、
「フィリピン人はもっと日本語使わないと生き残れない」という企業戦略みたいなのが自分に芽生えて
から、英語使わなくなっちゃった。
プロ起業家養成CDセット. 新商品！ 起業のための基礎知識を完全網羅した10巻セット。 「入門
編」「お金編」「戦略編」「ビジネスモデル編」 「マーケティング編」「商品開発編」「値付け＆ブラン
ディング編」 「人脈＆コミュニケーション編」「武器編」「メンタル力養成編」 . 多くの成果を出した伝
説のセミナー「社長のためのマーケティング力養成講座」全６回の講義をまとめた超実戦的 ＣＤセッ
ト。 . ノウハウを学ぶ以前に理解しておくべき、もっともっと大切なことがあるベストセラーを連発してき
たエリエスはそう考えています。
外国人旅行客（2,000万人突破）でもっと稼ぐ インバウンド戦略」; 「日本へ来た外国人観光客が
『ドン・キホーテ』に行く理由」; 「外国人旅行客をおもてなし」; 「人口減少時代に日本がめざすこと
～インバウンドで切り拓く次のニッポン～」; 「観光業で地方創生」; 「東京オリンピック2020に ... 経済
のゲンキを堀り起こす 元気経営の“ヒミツ”はこれだ！ .. ビジネスマンのための『経営力』養成講座」;
「ビジネスマンのための『“発見力”養成講座』」; 「未来を読む経営と、経営という仕事」; 「経営のヒ
ント 見えなかったものが見えてくる」.
< ビジネスマンのための「数字力」養成講座 これでもっともっとみえてくる · ルネッサンスとは何であった

のか >. 2008年05月11日16:41 . 小宮さんの「数字力・問題発見力」、勝間さんの「フレームワーク
力・効率Ｕｐ１０倍」、國貞さんの「財務３表一体理解法」それに吉越さんの「残業ゼロの仕事力」
ときて、「地頭力」というひとつのプラットホームに共通化された概念のように感じる。 ちょっと気が早い
がこれらのキーワード . そしてその地頭力を鍛えるための協力なツールが「フェルミ推定」となる。「東
京都内に信号機が何本あるか」.
やってみました。お恥ずかしいことですが、講座を終了したけど、何をどうやることがキャリア・コンサル.
ティングなのか、役割を果たす手法をしらなかったというところが正直なところでしょう。 今後、自社の
発展のために、スタッフの成長のためにキャリア・ . 間力強化のための研修の再構築・強化への支
援、ⅱ)部下の育成指導に悩む職場管理職に対する個別アドバ. イシングや指導、ⅲ)問題職場の
マネジメント力強化のためのコンサルテーション等の機能・活動が重要と. なってくると考える。また、
キャリア形成支援に関する.
Amazonで小宮 一慶のビジネスマンのための最新「数字力」養成講座 (ディスカヴァー携書)。アマゾ
ンならポイント還元本が多数。小宮 一慶作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。ま
たビジネスマンのための最新「数字力」養成講座 (ディスカヴァー携書)もアマゾン配送商品なら通常
配送無料。
【数字は思考のスタート地点！】経営コンサルタント・小宮一慶氏が、世の中の動きや未来は「数
字」で読み解くことができると説き、「数字力」を養成する講座を開講。 . 【シェア読書：761冊目】ビ
ジネスマンのための最新「数字力」養成講座（小宮一慶）. 2016-7-7; 本のシェア .. 貸借対照表や
損益計算書の基礎的な知識をもっと多くの人が知って、新国立競技場だけではない、税金のさま
ざまな杜撰な使われ方を監視し、声を上げていったら、国の財政ももっと健全になるのではないで
しょうか？ ○「数字の見方」４つの基本
よそ者の異化した新鮮な目で町の良さを記録し、それをデジタル. ネットワークを介して発信し、若い
力を集める。そんな夢のような. 基盤がいま完備しつつあります。これを地域再生に使わない手は無.
いと、浪江町の経験は教えてくれます。 関東ＩＣＴ推進ＮＰＯ連絡協議会 . 問してヒアリングを実施
しました。 ※ 地域資源とは. 通常、地域資源とは、地域の特産品、加工技術及び観光資源を指
しま. すが、ここでは、有名観光地や温泉など自然と人が集まる資源は除き、. 地域に何気なくある
ものに光を当て、それが地域活性化に.
1 図書 他者と死者 : ラカンによるレヴィナス. 内田, 樹(1950-). 海鳥社. 7 図書 ビジネスマンのため
の「数字力」養成講座 : これで、もっともっと見えてくる. 小宮, 一慶(1957-). ディスカヴァー・トゥエン
ティワン. 2 図書 メルロ=ポンティとレヴィナス : 他者への覚醒. 屋良, 朝彦(1965-). 東信堂. 8 図書
レヴィナス序説. Davis, Colin, 内田, 樹(1950-). 国文社. 3 図書 解釈学の展開 : ハイデガー、ガダ
マー、ハーバーマス、ベッティ、アルバート. Hufnagel, Erwin, 1940-, 竹田, 純郎(1945-), 斎藤, 慶典
(1957-), 日暮, 陽一(1952-). 以文社.
お客さまの悩みに答え、改善策を提案する――コンサルタントの仕事術を学べば、最強のビジネス
マンになれる！ 日本を代表するナンバーワン . 小宮一慶. 1,296 円 · 日経新聞の数字がわかる本
- 「景気指標」から経済が見える. 日経新聞の数字がわかる本. 小宮一慶. 1,620 円 · 「１秒！」で
財務諸表を読む方法〔経済ニュース編〕. 小宮一慶. 1,296 円 · 繁栄し続ける会社のルール
ebook by 小宮一慶. 繁栄し続ける会社のルール . ビジネスマンのための「数字力」養成講座 これ
で、もっともっと見えてくる. 小宮一慶. 864 円.
Amazonで小宮一慶の{ProductTitle}。アマゾンならポイント還元本が多数。一度購入いただいた
電子書籍は、KindleおよびFire端末、スマートフォンやタブレットなど、様々な端末でもお楽しみいた
だけます。
2014年8月3日 . ビジネスマンのための「数字力」養成講座 これで、もっともっと見えてくる. ビジネスマ
ンのための「数字力」養成講座 これで、もっともっと見えてくる 小宮一慶 (著) 価格： 399円
(63％OFF) ／レビュー42件（2014/08/03現在）. 主な数字を知っていると世界が見えてくる。新聞の
マクロの数字を関連づけながら世の中を読む定点観測をして入れば、下手な経済評論家よりずっと
社会と経済の先が読める.
コミュニケーションについてくどくどと説明しなくても、感情でいける。たくさん買ってしまいそう。（黒澤さ

ま）. 自分の会社でも使わせてもらっていますが、これほどまでにシンプルでパワフルなツールはないと
思います。そしてこの講座のパワーポイントのデザインの美しさ、理論、ツールのデザイン、ツールの持
つパワーに感銘を受けました。普段持ち歩いていなかったので、カードを持ち歩いて、もっと日常の中
で使い始めていきたいと思いました。（大野さま）. ツールを使ってこれほどまでに一体感を感じる、親
しみを持てることに.
と、自分に内なる差別意識というのがあると気づいたのがきっかけです。そのも. とにある、自分の島
国根性を何とかなくしたいと思いながら、何かのときにひょ. いと無意識に出てくる。これを何とか克服
したいという思いがありました。地域. の日本語ボランティア ... この数字は、各国の事情. を調べて試
算した結果です。そう考えると、もっと有効な使い方がないのかとい. うことを思わざるを得ない。1 人
1 万 2,000 円を地方自治体からいただくのはう. れしい人も少なくないでしょうけれども、そうでなく
て、例えば社会保障や教育.
もしあなたが会社に勤めているなら特に、「起業」のためには、給料という安定収入を捨てることが必
要になるわけですから。 それに、コンサルとしてスキルを身につけるまでは、コンサルとしての収入は
入ってこないのは当然です。そんな不安を解消するために、このような北岡さんから特別な音声プロ
グラムを、今回の参加者にプレゼンとしてもらえることになりました。 ちなみにこの方法ですが、やり方
次第で20万円どころかもっと高額を稼ぐこともできます（北岡さんの起業家の友達はこのやり方を
ちょっとアレンジして、８桁の.
F力測定5分ワークをつくろう！～ファシリテーションの能力ってどうやって測定するの？～』 · ＜報告
書作成中＞2014年度4月定例会 ２．『IAFアジア東京大会イイトコ取りワークショップ ～OEC(おい
しい)ワークショップ＆ヴィジュアルミーティング＆IAFって？CPFって？～』 · 2014年度4月定例会 １．
『KP法を実践する ～シンプルな伝わるプレゼン力を手に入れよう～』 · 2014年度3月定例会 ５．
『ビデオとファシリテーション～ビ活で見えてきたもの～』 · ＜報告書作成中＞2014年度3月定例会
４．『FAJ白熱授業 ～「当たり前が.
Kindleストアでは、 ビジネスマンのための「数字力」養成講座 これで、もっともっと見えてくる ビジネス
マンのための力養成講座シリーズを、Kindle無料アプリまたはKindle電子書籍リーダーで今すぐお読
みいただけます。Kindle電子書籍リーダーの 詳細はこちら · 本; ›; ビジネス・経済; ›; ビジネス実用 ·
シェアする Facebook Twitter Pinterest. 新品. ￥ 1,080. ポイント: 33pt (3%). 詳細はこちら. 通常
配送無料 詳細. 残り7点（入荷予定あり） 在庫状況について. この商品は、Amazon.co.jp が販
売、発送します。 ギフトラッピング.
2015年2月15日 . しばらく小説もビジネス新書も全然読んでなかったんだけど、最近若干読書欲が
復活してきたので、本を読むなら今しかないと思いブックオフの100円コーナーをぶらつきにいって、適
当に目に入ったこの本を買いました。 目次はこんな感じ。 はじめに発見力＝ものが見える力第1章
見えているようで、何も見えていない第2章 関心と仮説でものが見える第3章 たとえば、こんなふうに
見えてくる！ 第4章 見える力を養う方法 1 ほかの人より少しよけいに勉強する 2 新聞を読む 3 ふ
つうのものをたくさん見る
2014年5月19日 . 無味乾燥な表計算アプリにサヨナラです！ アップルの表計算アプリといえば
『Numb.
2017年9月3日 . ビジネスマンのための「数字力」養成講座―これで、もっともっと見えてくる 小宮一
慶. デッドライン仕事術―すべての仕事に「締切日」を入れよ 吉越浩一郎. デッドライン決断術―ム
ダな仕事はネグれ！ 吉越浩一郎. マーク・ザッカーバーグ史上最速の仕事術 桑原晃弥. ＭＢＡ的
仕事人 斎藤広達. ビジネス新常識 - 仕事のタブー９９連発！ リスク察知力―ビジネスパーソンが
身に付けておきたい ブレインワークス. 接遇の達人ＡＮＡのＣＡが明かす２１世紀型デキる男のビジネ
スマナー ＡＮＡラーニング【監修】.
2013年2月20日 . あみだくじは、公平な決め方のように見えて、場所によって確率が違うとのことで
す。 真ん中が当たりやすい、端が当たりにくいとか。 もし、あみだくじで商品や仕事の契約 . なるほ
ど、だから買う気がないのに意味がないDMが送られてくるのだなと・・・。 コストがかかるDMですら効
果があるなら、ほぼ無料のスパムメールなら、もっと効果があるから、なくならないと思いました。 . か
れているので、読みやすい。 ・章末に要点をまとめたページあり。 ビジネスマンのための「数字力」養

成講座の感想 ◇会計入門
2010年12月29日 . これからの「正義」の話をしよう いまを生き延びるための哲学」（ハーバード白熱
教室） ～これは12月3度も紹介させていただいたのでもうここでは語ることはありません～. 「ビジネス
マンのための「数字力」養成講座 これで、もっともっと見えてくる」. です。 この中に今年1冊だけ紹介
していない本があります。 この良い習慣を是非続けるために。ブログを開設させて頂きました、もしお
時間ある方は是非見てください。↓. http://matsuch.wordpress.com/. 来年愛知ブロックを中心とし
た私のJC活動の方は愛知.
2016年6月15日 . 基本的な数字を知っていると、国家予算は怖くてみられない！ ・東京電力はな
ぜいまも大儲け！？ ・ユニクロと . 累計85万部を超える人気シリーズの最新刊。2008年3月初版
発行で13万部以上のヒットとなった『ビジネスマンのための「数字力」養成講座』の8年ぶりの第二
弾。数字が読めると、世の中の見え方、こんなに違う！ . 新聞などの記事を同じように読んでいて
も、登場する数字をどのようにとらえるかによって、見えてくる世界は大きく異なる。ときに、政治や経
済の世界の裏側で起こっていることも.
2010年12月19日 . ブルー・オーシャン戦略 : 競争のない世界を創造する. W・チャン・キム, レネ・モ
ボルニュ著/有賀裕子訳. ランダムハウス講談社, 2005 (Harvard business school press). 誘惑され
る意志 : 人はなぜ自滅的行動をするのか. ジョージ・エインズリー著/山形浩生訳. NTT出版, 2006.
人間この信じやすきもの : 迷信・誤信はどうして生まれるか. T. ギロビッチ著/守一雄, 守秀子訳. 新
曜社, 1993 (新曜社認知科学選書). ビジネスマンのための「数字力」養成講座 : これで、もっともっ
と見えてくる. 小宮一慶 [著].
2014年6月17日 . あなたは彼らをチーム形成のための瞑想プログラムをに送り出すことはできるだろ
う。だが、戻ってくる彼らの頭の中のリストを上から挙げれば、食べること、食べられないこと、寝そべる
ことができる暖かい太陽を見つけることなどで、チケットがどれだけ売れたかへの心配などは、リストの
はるかに下の下だ。 世界一シビアな社長力養成講座2. あなたは動物園を経営している。彼らはシ
マウマだ。 あなたのビジネスはあなたの人生であり、あなたの人生はあなたのビジネスだ。この２つはよ
り合わさっていて.
2017年4月3日 . で財務諸表を読む方法 仕事に使える会計知識が身につく本』東洋経済新報社
2008年; 『ビジネスマンのための「数字力」養成講座 これで、もっともっと見えてくる』ディスカヴァー携
書、2008年; 『「1秒!」で財務諸表を読む方法 実践編』東洋経済新報社 2009年; 『あたりまえのこ
とをバカになってちゃんとやる』サンマーク出版 2009年; 『一流になる力 ビジネスで勝ち残るための教
科書』講談社 2009年; 『現金は24日におろせ! これからの時代を生き抜く本当のマネー術』ベストセ
ラーズ 2009年; 『小宮一慶の「.
2. ビジネススクール年間スケジュール. 2017.4▷2018.3. 月. 日. 講座名. 時間／受講料（会員／非
会員）. 掲載. ページ. 平成. 29年. 4. 5（水） №1. 【社会人基礎力養成講座2017】. 社会人基礎
力研修. 10：00〜16：00. （4,000円／8,000円）. 5. 6（木） №2. 【社会人基礎力 . ビジネスメール
基礎研修. 13：30〜16：30. （3,000円／6,000円）. 10. 26（金） №18. 電話応対スキルアップセミ
ナー. 13：30〜16：30. （1,000円／2,000円）. 5. 6 6（火） №19. 仕事がくっきり見えてサクサク進む !
総務・人事の実務に必要な基礎知識.
アプリダウンロードはこちら · ビジネスマンのための「数字力」養成講座 これで、もっともっと 書籍 > ビ
ジネス・経済 ビジネスマンのための「数字力」養成講座 これで、もっともっと見えてくる 小宮一慶 /
ディスカヴァー・トゥエンティワン. ￥604. 0: (0): 0件. 本書は、経営コンサルタントとして多くの企業の
経営上の問題解決にあたるかたわら、 テレビ等でも活躍の著者の真骨頂。 ＧＤＰから自分の会社
の売上げ、野立て看板の数まで、 数字の表すものやさまざまな. カートに入れるbookstore_9000159404カートに入れました!
小宮 一慶の新刊一覧ページです。小説・雑誌・ビジネス書の新刊からベストセラーまで続々入荷。
おすすめの恋愛小説・BL小説・官能小説、ラノベや自己啓発本など豊富なジャンルを取り揃えてい
ます。映画・ドラマのメディア化小説や本屋大賞作品もスマートフォンで試し読みができる！ポイント
でお得に電子書籍を買うならmusic.jp！
2014年5月4日 . ビジネスマンのための「読書力」養成講座 小宮 一慶 Yahoo!に本の要約サイト

flier（フライヤー）に紹介されていました。 ビジネスマンのための「読書力」養成講座 小宮 一慶 （本
の要約サイトflier フライヤー） - Yahoo!ニュース BUSINESS ビジネスマンのための「読書力」養成講
座 小宮流 頭をよ…
2016年8月18日 . 営業能力を高める際に、amazonや書店で営業関連の本を眺めることがあると思
います。どれを買うのか悩まれている方に、僕が読んだセールス関連の書籍のなかから選りすぐりの営
業本をご紹介します。 . 天下のサイバーエージェント様の強さの根源が見えてくる名著。 論理的で
再現性の高い営業の在り方がかかれていて、超実践的です。目標の逆算や顧客への . のことを当
たり前に書いている本ですが、実はそんな当たり前のことが大事なんだよ～。 ビジネスマンのための
「数字力」養成講座
ディスカヴァー携書 ビジネスマンのための「数字力」養成講座―これで、もっともっと見えてくる. 小宮
一慶【著】 · ディスカヴァー・トゥエンティワン（2008/03発売）. ただいまウェブストアではご注文を受け付
けておりません。 サイズ 新書判／ページ数 191p; 商品コード 9784887596214.
【ポイント還元率３％】その他/小説・エッセイ/本の商品一覧（10ページ目）。送料無料の商品多
数！その他/小説・エッセイ/本商品の購入でポイントがいつでも３％以上貯まりお得に買い物できま
す♪ミステリー・サスペンス、ＳＦ・ホラー、エッセイなどの条件から絞り込めます。
【定価81％OFF】 中古価格￥198（税込） 【￥882おトク！】 ビジネスマンのための「数字力」養成
講座これで、もっともっと見えてくる／小宮一慶(著者)／中古本・書籍／ブックオフオンライン／ブッ
クオフ公式通販・買取サイト。1500円以上のご注文で送料無料。
2013年1月16日 . そこで、健全な職場環境づくりのプロフェッショナルとして、あるいは社内外の信頼
関係を再構築する経営ツールとして注目されているのが「産業カウンセラー」の存在です。2012年10
月に『日経ビジネス』誌上において「奇跡を起こすすごい組織100」に選ばれた . 産業カウンセラー養
成講座とは？ 日本産業カウンセラー協会が行う、産業カウンセリングのための知識・技能を修得す
るための講座。メンタルヘルスの推進、キャリア・カウンセリング、人間関係開発などの専門知識と技
能や、それらの根底にある「.
顧客の気持ちになれば、いつ何がほしいのか見えてくるのだそうです。 営業に行き詰まっている方に
是非読んでいただきたい一冊です。（新入社員や営業に . に別れ非常に読みやすくなっています。
新入社員は入社段階ですでに差がついている、効率より場数が能力を決める、ビジネスの場では
若さは隠せなど、若いビジネスマンには是非読んでいただきたいです。就活の学生さんにもお薦めの
一冊です。（なべ） ... 発行年月： 2008年03月 本体価格： 1,000円 (税込 1,050 円), 104.ビジネス
マンのための数学力養成講座.
2008年2月26日 . 小宮一慶『ビジネスマンのための「発見力」養成講座』（ディスカヴァー・トゥエンティ
ワン刊）. ちょっと見ただけで、 . 何かのプロフェッショナルは、そのことについての素人には見えないもの
がたくさん見えるものですが、それは、何であれ、見れば見るほど、見たいもの、見ようと思うものが増
えてくるからです。 言い換えると、物事には . 経済指標としては株式相場が一般的だが、これとは別
に自分の仮説から導き出したウオッチ対象を持っておくことで、アウトプットに「違い」を出すことができ
る。 あるいは、一流.
外資系クライアントの本部に食い込み、一歩進んだ提案をしたい; 自分の市場価値を高めたい・語
学力が昇進要件; 初心者のためどこから手をつけたらいいか分からない; これまで一般的な学習法
で挫折をしてきた; 具体的な目標設定がないため語学力は重要と思いつつ先送りにしてきた;
TOEICを受けてみたがゴールが見えずモチベーションも上がらない; 短期留学経験があるが大昔のた
め実務で生かす自信がない; 社内の英語ができる担当者に任せっきりでこれまで逃げ回ってきた;
もっとコミュニケーションがとれれば.
2016年7月22日 . 自分と向き合い、ビジネススキルの向上に役立つディスカヴァー・トゥエンティワンの
人気オーディオブック30作品をご紹介します！ . 勇気が湧き出てくる」「もっと早く出会っておけばよ
かった」「自分の大切な人に伝えたい」 ... ビジネスマンのための「数字力」養成講座. 1,296 5時間2
分 小宮一慶 羽賀聖. カートに追加. 試聴. コンサル力がつく!?世の中を数字で読み解く楽しさを感
じてください。物事を数字で示して話ができると、説得力が増してきますよね。けれど、まず何から手
をつけたら良いかわからない、.

2008年10月20日 . 17万部を超えるベストセラーになった『ビジネスマンのための「発見力」養成講
座』 仕事力の磨き方をわかり .. なぜ日本のGDPを知る必要があるのか、数字のワナにはまらない人
はどう見るのか、世の中が、ビジネスが違って見えてくる「数字力」。身近なことからビジネス . リクナビ
NEXTスカウトのレジュメに、仕事へのこだわりやそのこだわりを貫いた仕事の実績を記載しておくこと
で、これまで意識して探さなかった思いがけない企業や転職エージェントからオファーが届くこともあ
る。スカウトを活用すること.
現在、このアプリはiOS6では正常に読むことができません。 ご購入の際には、お使いのiOSのバージョ
ンにご注意ください。 小宮一慶(著) 速読だけじゃムダ！ 本は頭をよくするために読め！ しっかりと本
を選び、読書し、頭を鍛え、 そこで得た情報を確実にビジネスに活かす方法がこの１冊で手に入
る！ たった90分で読書に投資する時間の価値を∞に引き上げる小宮流“できるビジネスマンのた
め”の読書法大公開！ あなたは何のために読書をしていますか？ 「目的」を持って読書をしていま
すか？ それを自分の仕事や人生.
【Web担】「書評」カテゴリの記事 -解説記事 としてWeb担当者Forumで公開されたものをわかりや
すく並べてチェックできます。
本当の生き方を知り、人物力を身につけることによって、ビジネスの成功もあると。 特に、経営者をめ
ざす人は、 人とは何か？ 正しい生き方とは？ 自分はどういう人物になりたいのか？ ならないといけ
ないのか？ そうしたことを. pt還元. バスケットに入れる. お気に入り · ビジネスマンのための「数字力」
養成講座 これで、もっともっと見えてくる · 小宮一慶. (143); 4巻; 604円 50%pt還元. 本書は、経
営コンサルタントとして多くの企業の経営上の問題解決にあたるかたわら、 テレビ等でも活躍の著者
の真骨頂。 GDPから自分の.
ビジネスマンのための「読書力」養成講座 小宮一慶／ディスカヴァ・トゥエンティワン 135．ビジネスマ
ンのための「数字力」養成講座 小宮一慶／ディスカヴァ・トゥエンティワン 136．どんな時代もサバイ
バルする人の「時間力」養成講座 小宮一慶／ディスカヴァ・トゥエンティワン 137．つなげる力 藤原
和博／文芸春秋 138．気持ちをうまく伝える技術 大部美知子／かんき出版 139．「ビジネス頭」
の磨き方 仲山進也／サンマーク出版 140．人は０．５秒で選ばれる！ 重田みゆき／ダイヤモンド
社 141．仕事耳を鍛える ～「ビジネス.
僕らのところには超面白そうな案件が来るのですが、その数が多すぎて、それを実行していけるコピー
ライターの数が足りません。 とはいえ、 . これまでも僕らは「パートナー養成講座」「虎の穴」などで、
何年にも渡り、参加者の書いてきたセールスレターをひたすらレビューするスタイルのプログラムを企画
＆開催してきました。 この企画を . つまり「商品があってそのセールスレターを書くだけ」というような状
況が意外と少ない、というか、もっと大きなビジネスチャンスを取りに行ったほうが儲かることがわかった
のです。もちろん、.
経済の数字から、報道されない日本の現状と将来を見るには？決算書から、一目でいい会社を見
分ける方法とは？数字が読める人と読めない人の小さな違いとは？絶対に譲れない数字力の四
つの基本とは？世の中を読み解く鍵は「数字」にあり！あなたもいますぐ数字が読めるようになる９０
分養成講座。 目次 : 第１章 数字が見えると、世の中が見える（全体の数字が分かれば本質が見
える―名目ＧＤＰ、一般会計予算などから日本の課題を見る/ 数字の基礎的な知識が分かれば、
世の中がもっと見える―気になる企業の.
経営コンサルタント。（株）小宮コンサルタンツ代表。大企業から中小企業まで、企業規模や業種を
問わず、幅広く経営コンサルティング活動を行う一方、年百回以上の講演を行う。新聞・雑誌の執
筆、テレビ出演も行う。著書に『朝90分早く起きる人のプロの仕事術』(PHP研究所）、 『「１秒！」
で財務諸表を読む方法』（小社刊）、『ビジネスマンのための「発見力」養成講座 』(ディスカヴァー携
書)、『ビジネスマンのための「数字力」養成講座 』(同)など。経営・会計・経済・ビジネススキル等を
テーマにした著書は、90冊に迫る。
図解「ROEって何？」という人のための経営指標の. £7.50. Kindle Edition. 問題解決の教科書
リーダーのための仕事力向上講座 (Japanese Edition). £5.84. Kindle Edition. 女子高生コンサル
タント・レイの キャッシュフロー パーフェクトレッスン (Japanese Edition). £6.15. Kindle Edition. 「名目
GDPって何？」という人のため . 名目GDPって何？」という人のための経済指標の教科書 PHPビジ

ネス新書 (Japanese Edition). 11 Dec 2015. by 小宮 一慶 . ビジネスマンのための「読書力」養成
講座 (ディスカヴァー携書).
ディスカヴァー・トゥエンティワン30周年キャンペーン開催！対象作品300点が今だけ30%ofｆ！！
2016年7月29日 . ソフトバンクは英国の半導体設計会社ARM（アーム）ホールディングスを約240億
ポンド（約3兆3000億円）という巨額の資金を投じて買収すると発表しました。 IoT戦略を担う . これ
は孫社長が想定するアームの将来性から考えたものでしょう。ただ、非常に高い . 主な著書に、『ビ
ジネスマンのための「発見力」養成講座』『ビジネスマンのための「数字力」養成講座』（以上、ディス
カバー21）、『日経新聞の「本当の読み方」がわかる本』、『日経新聞の数字がわかる本』（日経BP
社）他多数。最新刊『ハニカム式.
ビジネスマンのための「数字力」養成講座 これで、もっともっと見えてくる · 越前敏弥の日本人なら
必ず誤訳する英文 リベンジ編 · うまくいっている人の考え方 完全版. BOOK☆WALKER 実用担
当者の注目の一冊. 察しない男 説明しない女 男に通じる話し方 女に伝わる話し方. 著:五百田
達成. ギラギラかキラキラか、男と女でこんなに違う！ コミュニケーションタイプを男と女に分け、人間
関係を「まろやか」に変えていくための方法を伝授。「ギラギラ」な男性か、「キラキラ」な女性なのか。
まずは冒頭のチェックテストを実行して.
まさにその通りだなーって。ワインて大抵ヴィンテージがあるじゃないですか。１９８５年とか２０１７年と
か。※この数字が古ければ古い程、良いワインであるとは限りませんそれって、その年「そのもの」を
ぎゅっと詰め込んだモノと思ってます。この前空けさせてもらっ .. もっと、もっと、私の事が面白い！！そ
う思えると、沢山の経験をしたくなる。沢山の知識が欲しくなる。いろんな人に会いたくなる。自分に
興味をもつと、他の人にも興味が湧いてくる。(ご自愛の法則かな。)今日の宿題は・自分のキラキラ
プロフィール☆・マイ.
2008年10月23日 . ビジネスマン必聴！こうすれば見えないものがみえてくる！ 小宮一慶さんに聞く
「『“発見力”養成講座』」. いかがでしたか？ （失礼かもしれませんが…） 小宮先生が、あんなに面
白い方だとは、思っていませんでしたので（笑）. ほっほーーー、なるほど. という納得 . JR切符の自動
改札機のお話とか、儲かるレストランや一流ホテル、良い工場の見分け方など・・・ 小宮先生は、ほ
んっとにたくさんの事例をお持ちで、 もっともっと伺いたい！って思ってしまいました。 でも、たぶん私た
ちの日常で、よーく見てみると、
セミナー受講中は、同期の仲間がいるので、モチベーションも高く保つことができたり、迷うことがあった
としても、アドバイスをもらうことができます。しかし、卒業してしまうと一人でやっていかなくちゃいけな
い。新たな課題、不安が出てくるたびに、セミナーを開催を躊躇してしまう。そんな不安に対して、当
コースでは、「フォローアップ勉強会」「メール相談」「セミナーの優待参加」「再受講システム」など。
サポート体制にも力を入れております。 理由7 セミナー講師活動に役立つ人脈（ネットワーク）が手
に入る！ 講師の立石は、自ら.
ビジネスマンのための「発見力」養成講座 (ディスカヴァー携書)の感想・レビュー一覧です。 . 発見力
とはものが見える力と最初に定義しているところが個人的に小宮さんを好きなところだ。関心を持て
ばものが見え、仮説を立てればものは完全に見えるとのこと。思い込みでものが見えなくなる。みえて
いるだけになっていることは、バカの壁を読んでもわかること。仮説を立てれば物事の見方も変わるの
は、例として ... 自分の担当業務だけではなく会社全体のことに興味を持つと、もっといろいろなこと
が見えてくる。 ナイス☆3.
安部敏樹/竹中平蔵. 1200円 → 840円. ビジネスマンのための最新「数字力」養成講座. 小宮一
慶. 800円 → 560円. ビジネスマンのための「発見力」養成講座 こうすれば、見えないものが見えてく
る. 小宮一慶. 800円 → 560円. ビジネスマンのための「読書力」養成講座 小宮流 頭をよくする読
書法. 小宮一慶. 800円 → 560円. ビジネスマンのための「解決力」養成講座 こうすれば、「打つ
手」はすぐに見えてくる. 小宮一慶. 800円 → 560円. ビジネスマンのための「数字力」養成講座 これ
で、もっともっと見えてくる. 小宮一慶.
ここから巣立っていった。 しかし大学を取り巻く社会の情勢は大きく変わり、. かつて個性的だった一
橋大学の顔つきが. 少しずつ見えにくくなっていった。 一橋大学の本当の魅力について、. その魅力
をさらに主張するための方法について、. 改めて検証してみた。 ... プは課長になった瞬間にでてくると

いったものではない。もっと若. い頃から育まれるべきものなのです。「Captains of Industry」を. 改め
て打ち出すのであれば、学生のうちからリーダーシップを養成. する機会を豊富に提供することが必要
です。 現実の世界で、.
昭和電工が磁石の原材料であるレアアース合金を「13年から中国磁石メーカーにも売る」と公表し
たことで、昭和電工のレアアース合金を使って高性能磁石を生産してきたＴＤＫは、「裏切り行為だ」
と怒り心頭らしい） .. これは、二つの点で米国経済に大きな恩恵をもたらします。 . 主な著書に、『ビ
ジネスマンのための「発見力」養成講座』『ビジネスマンのための「数字力」養成講座』（以上、ディス
カバー21）、『日経新聞の「本当の読み方」がわかる本』、『日経新聞の数字がわかる本』（日経BP
社）他多数。
カリキュラム┃日程・会場┃先生方のご紹介┃サポートスタッフのご紹介┃説明会┃アドバンスコー
ス受講料┃受講お申込み カリキュラム 結婚教育相談員のカリキュラム４つの柱 結婚教育は豊か
な人生を構築するための世代を超えた学びをさします。 結婚教育を学んだ専門のカウンセラーは現
場第一主義であり、ご相談者さまの課題（問題）に対し寄り添う心、豊かな知識、問題解決に向
けて明確なプランのご提供ができるエキスパートを目指しています。 その学びの４つの柱はこちらで
す。
Buy ビジネスマンのための「数字力」養成講座 これで、もっともっと見えてくる (ビジネスマンのための
力養成講座シリーズ) (Japanese Edition): Read Kindle Store Reviews - Amazon.com.
2012年1月18日 . ビジネスマンのための「数字力」養成講座 これで、もっともっと見えてくる：電子書
籍ならセブンネットショッピング 。 7net、西武・そごう、イトーヨーカドー、アカチャンホンポ、LOFTが集
結した「オムニ7」。nanacoポイントが貯まりセブン-イレブンでの店舗受取・返品が可能、セブン＆アイ
の安心安全なネットショッピングです。
本書は、経営コンサルタントとして多くの企業の経営上の問題解決にあたるかたわら、 テレビ等でも
活躍の著者の真骨頂。 ＧＤＰから自分の会社の売上げ、野立て看板の数まで、 数字の表すもの
やさまざまな数字との関連を読み解いていくさまは、推理小説よりおもしろい！ 年金問題、5000万
件って、全体の何％？ ＧＤＰと自分のお給料との関係、知っている？ では、日本のＧＤＰは？ 中
国は？ アメリカは？ 自分の会社の売上げは？ 半分以上の社員が自分の会社の売上げをしらな
い？ 現金給与総額は、日本中の給与の.
2008年3月1日 . 発売以来、ベストセラーとなった『ビジネスマンのための「発見力」養成講座』に次ぐ
本書は、まさに経営コンサルタントとして多くの企業の経営上の問題解決にあたる傍ら、テレビ等で
も活躍の著者の真骨頂。GDPから自分の会社の売上げ、野立て看板の数まで、数字の表すもの
やさまざまな数字との関連を読み解いていくさまは、推理小説よりおもしろい!といっても、本書は、そ
れを読んで楽しみ、単に知的に遊ぶためのものではない。数字を読むための7つの基本、5つの習
慣、そして、陥りがちな罠と、豊富.
ビジネスマンのための「数字力」養成講座 これで、もっともっと見えてくる · 書評 ·
f:id:lloigor:20081111021718j:image 小宮 一慶／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン. はじめに; 第
1章 「数字力」で世の中の見え方が変わる！ 第2章 「数字」の見方 七つの基本. 1 全体の数字を
つかむ; 2 大きな数字を間違わない; 3 ビッグフィギュアを見る; 4 大切な小さな数字にはこだわる; 5
定義を正確に知る; 6 時系列で見る; 7 他と比較する. 第3章 数字力を阻害する六つの罠. 1 主観
の罠; 2 見え方の罠; 3 常識の罠; 4 統計の罠; 5 名前.
商品説明. 【タイトル】ビジネスマンのための「数字力」養成講座 これで、もっともっと見えてくる （ディ
スカヴァー携書） 【発売日】2008年03月【著者／編集】小宮一慶【出版社】ディスカヴァー・トゥエン
ティワン【ページ数】191p 【ISBNコード】9784887596214. よく一緒に購入されている商品. よく一緒
に購入されている商品はありません。 ビジネス・経済・就職ランキング. 1位 ざっくり分かるファイナンス
（光文社新書）777. 書籍. カートに入れる · 2位 株に強くなる投資指標の読み方 （日経文
庫）896. 書籍. カートに入れる · 3位 投資.
2008年6月15日 . More by 小宮一慶. 社長の心得 · ビジネスマンのための「数字力」養成講座 こ
れで、もっともっと見えてくる · 「1秒!」で財務諸表を読む方法 仕事に使える会計知識が身につく本
· 「ROEって何?」という人のための経営指標の教科書 · どんな時代もサバイバルする会社の「社長

力」養成講座.

