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内定者・新入社員 研修講師のご紹介

■ はじめに

■ 講師プロフィール

■ 会社概要

企業研修の第一線で活躍する一流の講師陣を選定
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私たちフォーコンパスラーニングファームが

お客様から高い評価をいただいている大きな理由の一つが

講師陣の質の高さにあります。

講師の質の高さとは、すなわち

・指導経験が豊富である

・人生経験が豊富で、高い人間力を備えている

・受講者の成長にこだわっている

ということです。

優れた講師は、受講者の心理的抵抗を溶かしながら

自信の拡大と内省と動機付けを導き出すことができる。

そのように私たちは考え、徹底的に講師の「質」を追求しています。

フォーコンパス ラーニングファームが選んだ

最高水準の講師をご紹介いたします。

（多忙等の理由でホームページ掲載を希望されていない講師は、本資料に

記載がありませんが、直接お問い合わせの際はご紹介可能です。）

はじめに
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安達 太（あだち ふとし）

設立間もない実力主義のITベンチャー企業に営業マンとして就職。飛び込みセールスの厳しい世界にもかかわらず、新卒100人中１番

の成績を収める。その後ニューヨーク支店に配属。帰国後、26歳にして株式会社を設立し代表取締役社長に就任。２社の代表取締役社

長、１社の専務取締役をこなす。その後教育の価値に気付き、平成15年に現在の会社であるパワーパートナー・アンド・トラスト株式

会社を設立。自身の体験と経験を活かし、経営と営業のコンサルティング、企業研修トレーナー（新入社員からリーダー・マネジャー、

経営者まで幅広い階層）、個人コーチとして活躍している。年間150回以上の研修を行う。

渥美 直子（あつみ なおこ）

株式会社メリハリ 代表。

大手外資系生命保険会社の営業を経て営業企画部門へ。新しいビジネスモデルの検討・構築・推進に携わり社内表彰を受賞。

（財）生涯学習開発財団認定コーチ取得。研修講師・組織開発コンサルタント・ビジネスコーチとして独立し、企業や官公庁を中心に

事業を展開。はつらつとした元気さ、誠意ある対応で常に高い評価を得ている。

研修実績：部下育成のコーチング研修／マナー・接遇研修／営業研修／モティベーション研修／ストレスマネジメント研修 など多数

著書：「はげまし言葉ハンドブック」PHP研究所（本間正人、小野仁美共著）

石川 和美（いしかわ かずみ）

埼玉県鶴ヶ島市役所の市長秘書、テンプスタッフ株式会社のビジネス研修講師などを経て2003年独立。各社の研修や実地調査、人材教

育コンサルタントなどを手がける。2007年～経済産業省と文部科学省が提唱する「アジア人財資金構想」の留学生向け研修講師や

2018年～海外進出の日本企業社員に向けた研修などにも携わる。日本の企業の覆面調査やその後の改善に向けたCS研修なども多数

行っている。「理論ではなく、実践に役立つ＆身につく研修」がモットー。

研修実績：CS研修・ビジネスマナー研修・自己PR力向上研修 など多数

著書：「外国人留学生のための日本就職オールガイド」（凡人社）
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大城 京子（おおしろ きょうこ）

株式会社ベターパートナーシップ 代表取締役。

コーチングを土台としたコミュニケーション、モチベーション（動機づけ）、キャリア開発、特に女性社員の動機づけを得意とする。

コーチングを基にした体験型コミュニケーション研修を通じ、スキルだけでなく、参加者の可能性を引き出し、背中を押すのが得意。

平成22年度厚生労働省委託のポジティブアクション（女性活躍推進）展開事業の講師として全国の企業人事部向けにセミナーを実施。

大手メーカー・流通・金融・運輸などのキャリア開発研修やキャリア＆ライフデザイン研修多数実施。官公庁や大学向けのキャリア開

発の講演実施。最近では、人と人の関係性の質を上げることが結果の質を上げるといった視点からの研修も実施している。

石川 尚子（いしかわ なおこ）

大阪外語大学（現大阪大学）卒業後、株式会社PHP研究所入社。研修局において企業研修・講演会の企画・運営、研修コース・教材の開

発・制作、研修講師を担当。2002年同社退職。ビジネスコーチ、人材育成コーディネータとして独立、2008年より株式会社ゆめかな代

表取締役。

主な資格：PHPコーチング・認定ファシリテーター。PHP認定上級ビジネスコーチ。国際コーチ連盟プロフェッショナル認定コーチ

研修実績：官公庁をはじめ、郵便会社、生命保険会社、証券会社 他多数。

著書：「子どもを伸ばす共育コーチング」（つげ書房新社）、「やってみよう！コーチング」（ほんの森出版）、「コーチングのとび

ら」（Dybooks）、「オランダ流コーチングがブレない「自分軸」を作る」（七つ森書館） など

兼田 明彦（かねだ あきひこ）

1986年、大学受験ソフトの企画、販売会社設立時に入社。3ヶ月で500人中ナンバー１の成績を収める。その後、セールストレーナー、

マネージャーとして1,000名以上の部下の研修、育成管理に携わる。5年連続トップセールスマネージャー賞受賞。営業統括本部長を務

め、16年間営業に従事する。その後、独立起業し、医療器の法人営業、不動産売買部を運営。「次世代を担うリーダーや人財を育成し

たい」との想いから、2007年より人財育成トレーナーとして企業研修に携わり、また、就職活動コンサルタントとしても幅広く活動中。

受講生一人ひとりが企業や組織の目的を理解し、主体的に考え、行動し、積極的に働きかける姿勢や態度をもつ人財として活躍できる

ような研修を目指す。

研修実績：ビジネススキル全般／営業力／プレゼン／目標達成／問題解決／リーダーシップ／キャリア開発 など
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齋藤 ただし（さいとう ただし）

EEP consulting 代表。エレクトロニクス分野の営業として16年間培った経験をもとに人材育成、キャリア形成の考え方へ応用し、

2006年に独立。現在は企業研修トレーナー、就職支援活動、個人と団体に向けたキャリアカウンセリングなど幅広い分野で活躍中。

各企業や自治体などから年間200回以上の研修、講演依頼がある。参加者へ投げかけながら共に大事なことに気づいていく「共に創る

進行スタイル」が人気の理由。

研修実績：コミュニケーション力向上講座／働くモチベーション醸成講座／キャリア形成講座／仕事の取り組み方／チームマネジメン

ト／マナー向上研修

櫻井 照⼠（さくらい しょうじ）

トヨタ自動⾞関係の商社で営業職、採用・研修を経験した後、2000年に独立。現在は、人事コンサルタント、研修講師として企業・官

公庁の採用戦略考課測定、⾵土改⾰のコンサルティングや教育研修に従事している。大学・短大・専門学校・高等学校では、入試戦略

やキャリア科目のカリキュラム構築、キャリアポートフォリオの開発、教員や職員向けの勉強会、⾮常勤講師など、キャリア関係全般

の講座を担当し、各組織で経済産業省社会人基礎力プログラムの開発、厚生労働省YES プログラムの開発を手がけている。

著書：「面接一問一答」(高橋書店）、「こんな人と働きたい」（主婦の友社）、「プロジェクトマネジメントPWA公式ガイドブッ

ク」（日経新聞社）、「面接完全突破術―勝つ!就職年度就職合格⻁の巻」（主婦の友社） など

田中 雄（たなか たけし）

株式会社ワークスラボ 代表取締役。

企業の教育体系構築、幹部社員養成プログラム開発、研修講師、人事制度構築・運用、採用コンサルティングの領域において活動中。

また、複数の大学にて産学協同プロジェクトの客員講師を務める。新入社員から管理職までの各階層別研修、および主に中堅社員から

管理職層を対象としたマネジメント能力の向上と業績向上に向けた課題解決および戦略立案のプログラムを提供する。

研修実績：役割･意識･能力ワークショップ／課題解決／プレゼンテーション／ロジカルシンキング研修（リーダー層、若手社員層）／

ビジネスシミュレーション研修（若手社員層、新入社員、内定者）／360°評価研修（リーダー層、管理職層、経営ボード層） など
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田和 尚久（たわ たかひさ）

株式会社ワークスラボ 代表取締役社長。

三井生命保険相互会社で営業・企画・人事を担当した後、コンサルティング会社に出向し、人事制度設計、教育研修制度構築、研修講

師、採用コンサルティングに従事。

2006年独立し、現在も人事コンサルティング業務に従事。内定者・新人研修から経営ボードへの研修まで幅広く実施している。

研修実績：アセスメント、経営戦略、マーケティング、リーダーシップコミュニケーション、トラストセービング、OJTトレーナー。

特に採用領域（面接官、説明会プレゼンテーション、リクルーター）では圧倒的な登壇回数を誇る。

堀口 園生（ほりぐち そのお）

株式会社ＤＥＡＲ 代表取締役

企業でのセールスチームマネジメント経験から、「現場の課題解決」「成果」にこだわった指導を得意とする。
現場での再現性を持たせるため、対話と体験学習を多く取り入れ、受講者自らに気づきを起こして、当事者意識を持たせる研修運営に
特長を持つ。『受講者主役』をモットーに、ロールプレイングやディスカッションで垣間見える一人ひとりの個性に合わせた個別
フィードバックにより現場の行動促進を促している。

主な研修プログラム ： 基幹職向け問題解決 ／ 中堅社員向け問題発見と解決 ／ 営業力強化 ／ 電話セールス＆テレアポイントメント

強化 ／ 新入社員ビジネスマナー ほか

山本 浩子 （やまもと ひろこ）

株式会社CQ 代表取締役。

慶應義塾大学大学院経営管理研究科でMBAの単位を取得した後、日本初女性スタッフのみのテレビ放送撮影スタジオでテレビカメラマ

ンとして従事。その後、映像配信会社にてCG事業部を新規に立ち上げ、プロジェクトマネジメントを経験。2011年、国家資格キャリ

アコンサルタント取得後に独立、現在は人材育成・キャリアコンサルタントとして企業研修、大学生向け講座、採用代行、キャリアカ

ウンセリングなどに従事。モットーは「冷静な思考力を持つと同時に、暖かい心を持ち、謙虚であれ」。

研修実績：女性活躍推進／アサーティブコミュニケーション／キャリアデザイン／ロジカルシンキング／ビジネスマナー など
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山崎 美和（やまさき みわ）

フリーアナウンサーとして18年間活動後、キャリアコンサルタントの資格を取得。行政機関・大学などでキャリア支援に携わる。
現在は、東京と大分を中心に、企業内の人材育成や組織開発、イベントプロデュースに取り組む。2019年より仲間と共に、越境学習・
イノベーター育成事業「OITAイノベーターズ・コレジオ」を立ち上げ、パラレルキャリアを謳歌している。
主な実績
声を通じたキャリア支援、コミュニケーション、女性活躍推進、アンコンシャスバイアス、ダイバーシティ、キャリアデザイン、
パラレルキャリア、ハラスメント対策、メンタルヘルス、パーパス浸透、1on1ミーティング導入、ビジネス・コミュニケーション、
ウェルビーイング、ビジネスマナー
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会社名
フォーコンパスラーニングファーム株式会社

Four Compass Learning Firm & Co., Ltd.

代表者
代表取締役 吉田 仁

President＆CEO Hitoshi Yoshida

所在地電話・FAX

〒100-6208  東京都千代田区丸の内１丁目１１-１

1-11-1Marunouchi Chiyoda-city Tokyo 100-6208.Japan

Telephone: (+81) 03-3524-8141 Facsimile: (+81) 03-6860-8201 

E-mail address: info@four-compass.com

URL http://www.four-compass.com

資本金 1,000万円 Capital JP¥10,000,000.

事業内容

ビジネスコミュニケーションとヒューマンマネジメントをコンテンツとする人材育成の開発と解決、それらを軸とするソリューション

＆コンサルテーション、研修プログラムの企画と運営。

リーダーシップおよびマネージャーシップを軸とする人材開発プログラムの企画と運営。

Solution＆Consultation：Institute on business communication programs

主なお取引先

官公庁、銀行、リース、生命保険、損害保険、證券、鉄道、鉄道関連事業、製薬、医療品、化粧品、飲料、食品、デパート、

ブランド系販売、総合商社、専門商社、病院、医師会、歯科医師会、獣医師会、電機･電子、IT開発、半導体製造、製鉄･鉄鋼、

石油化学、石油精製、精密化学、エネルギー、エンジニアリング、製紙、重機械、精密機械、印刷、レジャー産業、衣料品、窯業、

海外の日本メーカー、ほか

会社の沿革

1984年 5月 東京都大田区に設立

2005年11月 東京都千代田区に移転

ビジネスコミュニケーションとヒューマンリソース＆マネジメントの開発と解決をドメインとした

コンサルテーション、調査、企画、研修･講演事業

2012年 4月 社名変更および東京都千代田区丸の内に移転

「フォーコンパス ラーニングファーム株式会社」

会社概要

http://www.four-compass.com/

