A4̲ura

Public Training

We are back AGAIN!

Essence of Management for Managers
Transformation from a player to a REAL Manager
Date and time
Venue
Fee

23 Aug 2017 9:15〜17:15 (registry starts: 9:00〜)
The Japanese Association of Singapore,
120 Adam Road, Sigapore 289899
SGD450/person NETT

Trainer: Sandy Saito

“I am not sure what the Manager role is.”,
“Am I doing good enough as Manager?”,

“I have been working with my team like family members,

but now I have to manage them, it makes me feel strange.”
These comments are pretty common to be heard,
not only in Japan but any ASEAN counties, too.

If you had felt like this before, this training is for you!

If you are:-

just promoted to
be a Manager

being Manager
in Japanese company

never had
an opportunity
to attend
Manager Training

trying to understand
and want to be even
better Manager
or future Manager

Public Training（two breaks in between）
AM

PM

Manager s fundamental mindset
and the necessary skillset

Communication skill that is impactful to
own team members and their development

1

Player vs. Manager
(What is the each role and expectation)?

3

FOUR communication type and analysis

2

Manager s jobs (Manager s job is including
the development of people around or not?)

4

Attentive Listening and coaching skill
to develop people around
＊Group and class discussion, presentation and role plays are included.

Expected participants Managers & one who wants to learn being better Manager
Date & Time 23 Aug 2017 (Registration from 9am〜) 9:15am〜5.15pm Venue The Japan Association of Singapore
Fee SGD450/person NETT Language English Registration http://www.beyond-g.com/apply/170823sem.html
Enquiry email:info@beyond-g.com Tel:+65 6850 7862 (English only)
※ We may turn down the application in case the seats are fully taken upon your registry.※ We maybe postpone this training in case the numbers of participants does not meet minimum requirement.

Trainer Information Ms. Sandy Saito

beyond global Pte. Ltd. General Manager & Corporate Catalyst

Master in Business Administration（MBA, Awarded Distinction Grade/graduation theses）Master in Eastern Philosophy（Candidate for Ph.D currently)
Sandy Saito has been in Asia more than 20 years. She is currently a General Manager as well as Corporate Catalyst in beyond global Pte.
Ltd. Prior, she had been a General Manager (i.e. Head of South East Asia branch) of the ﬁrst MBA focused training company from Tokyo,
Japan to Singapore since the establishment of 2007. Before being called for this role, Sandy worked for Fujitsu Asia Pte Ltd and took care
of HR and Administrative issues. She subsequently joined USA Silicon Valley based IT companies as a General Manager to oversee three
group organizations simultaneously. She has been frequently featured in newspapers and magazines both in Japan and Singapore; Nihon
Keizai Shimbun (Nikkei), Newsweek Japan, Jinzai Kyoiku, Asia X and Japan Chamber & Commerce of Industries, Singapore (JCCI) etc.
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公開講座

ご好評にお応えして再び！

日系企業で働くシンガポール現地社員向け
マネジメント エッセンス研修 英語
〜プレーヤーから真のマネージャへ〜
日時

2017年8月23日 9時15分〜17時15分 (受付開始9時00分)

会場

日本人会、120 Adam Road,Singapore 289899

参加費

SGD450/人 NETT

講師：サンディ齊藤

時を経て代々の日本人駐在員を支えてきてくれたのでマネージャに昇格させたはいいが、
マネージャとしての動きができてないような気がする、或いは、
人事制度がないために好き嫌いで自分の部署のマネジをしているように見える、
などこの頃とみに日本人の方々からお悩みをお聞きするようになりました。
そんな皆さんのスタッフに「マネージャとは」
「 マネージャとしてする仕事」
「マネージャとして身につけるべきスキル」を学んでいただく機会を作りました。
背中を押してあげたい御社のファーストタイムマネージャや
マネージャ研修を受講したことのない方々必見の研修です。

こういうローカルスタッフの方にぜひ！
マネージャとしての
振る舞いに
戸惑っているように
見える方

マネージャになって
数年たつが
今一つマネジメントに
課題を感じている
ように見える方

日系企業に
「マネージャ」
として採用
されたばかりの方

「マネージャ」
の
責務や役割を
理解してほしい方

いずれは
「マネージャに
なってほしい」
ハイポテンシャル
のスタッフ

公開講座内容（途中休憩有）
午前
マネージャの基本的心構えと
身に着けておくべきスキル

午後
部下育成・チームマネジメントをパワーアップ
するコミュニケ―ションスキル習得

1

プレーヤーに期待されている役割と
マネージャに期待されている役割の理解

3

2

真のマネージャの仕事とは？
部下育成はマネージャの仕事？仕事じゃない？

4 「傾聴力」と「質問力」を使った部下育成手法

コミュニケーションタイプの理解とその分析

＊グループ討議・クラス討議、
プレゼンテーション、
ロールプレイを含みます。

対象 マネジャーとしての基礎を身につける必要がある方、マネージャとしてのエッセンスを学びたい方
日時 2017年8月23日 (受付開始9時00分〜) 9：15〜17：15 会場 日本人会,120 Adam Road, Singapore 289899
参加費 SGD450NETT 言語 英語 お申込み http://www.beyond-g.com/apply/170823sem.html
問い合わせ Tel:+65 6850 7862 (English only) ※同業の方のお申し込みはご遠慮頂くことがございます。※最低催行人数に満たない場合は、延期の可能性がございます。
講師紹介 サンディ齊藤

beyond global Pte. Ltd. General Manager / Corporate Catalyst

在亜歴20年超。大学在籍中、上海外国語大学・北京大学へ留学し天安門事件直前に帰国。卒業後、最も老舗の大学予備学校へ入職し、関西の有名大学志望クラス
を3年間担当。進学率の高さを評価され在海外子女教育初女性講師としてシンガポール校着任。以来アジア在住。駐在終了に伴い日系大手電機企業にて40名を超
える駐在員の人事関連全般を担当し、その後シリコンバレー発ITベンチャー企業にて関連会社含め3社のGeneral Managerを同時に務める。その後マネジメン
ト研修会社シンガポール拠点長に抜擢され、上海オフィス設立、タイ・インド・ベトナム等教育機関との提携を進めつつ、自身もリーダーシップ研修を核にした研
修をアジア各国で多数実施。現在beyond globalにて日系企業らしいローカル化・グローバル化のための施策に取り組む。Entrepreneurship Institute AustraliaからMBA修論優秀賞取得、現在東洋哲学博士号の候補生。
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