― 二年がなんと一か月に

特集「組革研／定期報告会」
昨年十一月に開催された『組革研
／定期報告会』特集です。四氏によ
る報告および質疑応答から、マネジ
メントにおける「管理」と「リード」
の相違が浮き彫りにされました。
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〇八年三月に調達部の組織変
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〝発見させる〟 へ

更があり、入社以来五年間携わ

まったのです。

しかし組織変更にともなうＭ

ってきた年度計画作成業務を新

任のＭに引き継ぐことになりま
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組革研ＯＢである上司に相談し

組革研参加の直後だった私は、
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