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管理職・管理職候補者研修講師のご紹介

■ 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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会場 清晃（あいば きよあき）

筑波大学第二学群人間学類（心理学主専攻）卒業。
1983年、（財）松下政経塾（二期生）基礎課程修了（教育全般 及び 高齢化社会に関する研究を行う）。
（株）ＰＨＰ総合研究所に入社し研修局に配属。研修事業部 元主幹講師。 2017年 AAL研究所設立後、所長として活躍中。
企業研修を中心とした講演等は数千回以上。対象は上場企業を中心に100社以上で、業種も金融情報サービスから製造業まで多岐に
亘っている。
研修実績：個々人のヤル気やチャレンジ精神の涵養（主体性や善導力の発揮）、アクション・ラーニング、「人間力」向上、実践的リー
ダーシップ能力向上、ＯＪＴの基礎と実践：最近の新入社員～若手社員の特徴とその指導法、メンタリング研修(メンター養成) など

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。

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
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今村 恵理（いまむら えり）

ＮＨＫ長野放送局ニュースキャスター、経済番組キャスター(テレビ埼玉、ラジオ短波など)、インタビュアー（政府広報誌，ＣＳ放送

等）、㈱協和コンサルタンツ秘書室、1987年ビジネスマナー講師として独立し、研修活動を開始する。

自発的な行動を促すコミュニケーションスキル向上研修（コーチング）を得意とし、主にコミュニケーション研修、ビジネスマナー研

修、社内インストラクタ―養成研修、プレゼンテーション研修、営業研修、ビジネスコーチング・チームコーチングなどを行う。

著書・執筆：•政府行政広報誌大臣対談 •地方銀行機関紙執筆 •『コーチングレッスン』（郵研社） •『金融機関のためのＣＳリー

ダー実践コース』（ＰＨＰ研究所）

浦郷 美紀（うらごう みのり）

株式会社リクルートにて、人材採用・WEBでの販売促進・ブライダルビジネスの３つの事業分野で営業、営業推進、営業マネジャーを

経験した後、人事・教育研修業務を担当。株式会社リクルートゼクシィなびにて総務人事部長を経験後に独立。人材裁量領域で13年の

営業経験があるため幅広い業界と職務の知識を持つ。事業会社での人事企画・教育研修の経験を活かし企業の組織課題に合わせた研修

を企画実施。2012年よりNPO子育て学協会の理事として活動。子育て分野でのダイバーシティ・両立支援の研修にも多く関わる。研

修実績：新しい人事制度に合わせた評価者研修、多様性を理解しチーム力強化研修（自分を知る科学「エマジェネティク

ス」）、OKR目標に向かう組織づくり研修、ビジョン策定・ビジョン浸透研修、ストレスコントロール研修など

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。
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小倉 広（おぐら ひろし）

文部科学省・厚生労働省共管国家資格・公認心理師（第43587号） ”経営に心理学を” 株式会社小倉広事務所 代表取締役
青山学院大学卒業後、新卒でリクルート入社。就職情報誌の事業企画、商品企画、営業企画、編集部、組織人事コンサルティング室課
長など主に企画畑で12年過ごす。その後、現東証一部上場のソースネクスト常務取締役、コンサルティング会社代表取締役などを経て
現職。自らの失敗を赤裸々に語る体験談と心理学の知見に裏打ちされた論理的内容、さらにはオンライン研修を知り尽くした飽きさせ
ない腹落ちのカリキュラムで人気を博し、年300回を越える講演、研修に登壇。「一年先まで予約が埋まっている」講師として依頼が
絶えない。また著作46冊、累計発行部数100万部超のビジネス書作家であり、同時に心理カウンセラー・セラピストとして経営者、管
理職、個人事業主を中心に個人面接を行っている。
著書：「コーチングよりも大切なカウンセリングの技術」「1on1の技術」「任せる技術」（日本経済新聞出版）「アドラーに学ぶ部下
育成の心理学」（日経BP社）「アルフレッド・アドラー-人生に革命が起きる100の言葉」(ダイヤモンド社） 等50冊累計100万部

小田 全宏（おだ ぜんこう）

株式会社ルネッサンス・ユニバーシティ 代表取締役。アクティブ・ブレイン協会 会長。

東京大学法学部を卒業後、（財）松下政経塾に入塾。松下幸之助翁指導のもと、一貫して人間教育を研究。1991年起業、「陽転思考」

を中心とした講演と人材教育活動で好評を博す。2004年より始めた「アクティブ・ブレインセミナー」は全国で好評開催中。

研修実績：アクティブ・ブレイン・セミナー／アクティブ・リーダーシップ・プログラム／アクティブ・ストレス・マネージメント／

スピーチ講座 など

著書：「脳のしつけ」（サンマーク出版）、「1分間松下幸之助 逆境を力に変える不屈の人生哲学77」（SBクリエイティブ）、「新・

陽転思考」（日本コンサルタントグループ）、「アウトプット速読法」（SBクリエイティブ） など多数

小野 仁美（ おの ひとみ）

リクルートを経て、心理学やストレスに関連する研修会社に勤務。99年国際コーチ連盟（IFC）のプロフェッショナルコーチ資格を

取得。2000年にビューティーアンドサポートを設立。コーチングでは国内トップクラスの実績を持ち、企業、医療、教育界のリー

ダーへコーチング実践研修や個人対象のコーチングとして多彩な活動を誇る。『自ら気づいたことだけが、行動に変容をもたらす』

この考えを重要視し、ご受講の方の「気づきを高める」ため、アウトプットを多く取り入れたプログラムを提供。また、人が持って

いる「自発的な行動」をサポートするため、コーチング的な関わり方で、コミュニケーション・スキルと心の持ち方、心理的要素、

脳科学からのアプローチ、人としてのBeing（どう在りたいのか？）を引き出しながらの内容は、高い評価を得ている。

Being: 感謝報恩 著書：『自分は自分で変えられる』『コーチング一日一話』『はげまし言葉ハンドブック』（共にPHP研究所）
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東田 一人（あずまだ ひとり）

ビジネス・ブレークスルー大学経営学部教授、株式会社フォーサイト 代表取締役社長、経営者のエグゼクティブコーチ（大企業中心）

株式会社リクルート入社。その後リクルートコスモス社にて長年人事・採用を担当、風土、企業文化の礎を築く。自らが採用した人材

の中から多くの経営者を輩出、「社長を採用する男」と社内外から呼ばれる。

部門長、経営企画室、情報システム室長を経て、2009年4月フォーサイト設立。

日本で唯一人、世界的コーチング資格の最高位である「MCC」と国内キャリアカウンセリング資格の最高位「１級技能士」の資格を併

せ持つ「ONLY１コーチ」。稼働中のクライアントは常時100名以上,総時間数は5000時間以上。

「プレジデント」（プレジデント社）、「ダイヤモンド」（ダイヤモンド社）など、ビジネス誌での掲載も多数。

川原 慎也（かわはら しんや）

みなとみらいコンサルティング株式会社 代表取締役。
外資系自動車メーカーにて営業、マーケティング、ブランディングなどを経験したのち国内大手コンサルティング会社に入社。2012年
に発売された『これだけ！ＰＤＣＡ』（すばる舎リンケージ）が17万部の大ヒットとなったのをきっかけに、ＰＤＣＡマネジメント推
進コンサルティングの第一人者として、数多くのＰＤＣＡ案件を手掛けた。その後、現職に至る。近年は、多くの日本企業が掲げる
「働き方改革」、「生産性向上」という課題に対して、「今よりよりも楽をしながら儲けよう！」という明確かつ簡潔な主張が現場に
もシンプルに受け入れられ、そのコンサルティング領域はさらに拡大している。

著書：「これだけ！５Ｓ」（すばる舎リンケージ）、「これだけ！ＰＤＣＡ」（すばる舎リンケージ） など多数

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
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嶋津 良智（しまづ よしのり）

大学卒業後にIT系ベンチャー企業に入社、24歳の若さで最年少営業部長に抜擢。就任3ヶ月で担当部門の成績が全国ナンバー1になる。

その後28歳で独立。翌年、2人の共同経営者と情報通信機器販売の新会社を設立。吸収合併を経て実質5年で52億の会社まで育て、

2004年5月株式上場（IPO）を果たす。独自のリーダー教育を提唱し、次世代を担うリーダーを育成することを目的とした教育機関

『 リーダーズアカデミー 』を設立。業績向上に寄与する独自プログラム「上司学」が好評を博し、世界中で50,000人以上のリーダー

教育に携わる。日本唯一の上司学コンサルタントとして、講演・企業研修・コンサルティングを行う。

著書：「怒らない技術」（フォレスト出版）、「だから、部下がついてこない！ 」（日本実業出版社） など多数（累計150万部以上）

田口 力（たぐち ちから）

田口リーダーシップ・コンサルティング・オフィス 代表取締役。

元GEクロトンビル・アジアパシフィックプログラム・マネジャー。上智大学グローバル教育センター⾮常勤講師。

早稲田大学卒業。政府系シンクタンク、IT企業の企業内大学にて職能別・階層別研修や幹部育成選抜研修の企画・講師などに従事。

2007年GE入社後、世界最高のリーダー育成機関として知られる「クロトンビル」で、日本人として唯一リーダーシップ研修を任され

る。日本・アジア太平洋地域の経営幹部育成プログラム責任者として研修を企画・開発・実施。

著書：『世界最高のリーダー育成機関で幹部候補だけに教えられている仕事の基本』（KADOKAWA / 中経出版） など

竹之内 幸子（たけのうち ゆきこ）

大学卒業後、石油元売会社に入社。結婚後、出産→育児の最中は中小企業でアカウンティング業務を経験し、その後、営業支援会社で

中小企業の営業支援コンサルタントとして全国300社のクライアントの課題解決に携わる。

2007年に人財育成会社に転職後、2009年に代表取締役に就任。

2012年8月 女性活躍推進研修・コンサルティングをドメインとする株式会社Woomax設立。

2015年6月 株式会社アイネット（コード番号9600 東証プライム市場）社外取締役就任。

2020年7月 プロフェッショナルサポーター養成の一般社団法人自立学実践研究所設立。女性のキャリア支援、リーダーシップ、ダイ

バーシティマネジメント研修など、組織におけるダイバーシティ推進研修を多数実施
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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

椿 景子（つばき けいこ）

上智大学大学院修士課程卒業後、生命保険会社、ユネスコ、青少年国際交流推進センターなどでの交流事業の経験を経て、豊かなコ

ミュニケーションの重要性を広めるため講師となる。研修実績として、堪能な英語力を活かした異文化の理解力強化、ファシリテー

ションなどコミュニケーション系を得意とする。主な実績として官公庁、大学、生命保険会社、銀行、証券会社、製薬会社、他。CTI

応用コース修了、タイムマネジメントトレーナー取得、TOEIC905、日本プロフェッショナルキャリアカウンセラー協会認定プロ

フェッショナル・ キャリア・カウンセラー®。米国NLP協会認定マスタープラクティショナー。

著書：「入門 キャプテンシップ」（共著・PHP研究所）

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。
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戸辺 美由起（とべ みゆき）

埼玉大学 経済科学研究科 博士課程 課程修了。

元国際湘南女子短期大学 ⾮常勤講師（科目：ビジネスコミュニケーション）、元城西大学女子短期大学 特別講師、

元上武大学 ⾮常勤講師（担当学科：ホスピタリティ・マネジメント）

「今あるものを活かす」ことを重要視し、ひとりひとりのリソース（資源）を活かしながら、マインドとスキルの両方を高める」のがモットー。

研修実績：ロジカルシンキング研修／問題解決手法研修／コミュニケーション研修／ファシリテーション研修／ヒアリング研修／CS・

CX研修／ホスピタリティ研修／リーダーシップ研修／管理職研修／主任研修／役員研修／若手研修／新入社員研修

中川 紀篤（なかがわ のりあつ）

有限会社ブランディングハウス 代表。コンフォートゾーン研究所 所長。

日経BP社でパソコン誌のダイレクトマーケティングを担当、販売部数の増加に貢献し、特別社長賞受賞の実績を持つ。その後ベン

チャー企業を経て、2004年に有限会社ブランディングハウスを設立。2010年から日経ビジネス「課長塾」の講師及びプログラム開発

に携わる。“自己変革プロデューサー”として、「自分の問題（悩み）解決」や「免疫マップ」など、コミュニケーションを通した自己

意識変革の研修・講演、及びコンフォートゾーン研究所として「心のブレーキの外し方」の研究も行っている。

研修実績：対話力による自燃型部下の育て方／インバスケットゲーム／ワイガヤセッション／脱コンフォートゾーンのススメ

中島 崇学（なかじま たかあき）

株式会社共創アカデミー 代表取締役。NPO法人はたらく場研究所 代表理事。ファシリテーション塾塾長。

NECで長年、人事・広報・組織活性化に従事。特に組織改革では、社内ビジョン浸透のための「3,000人の対話集会」の企画をはじめ、

全社規模での組織開発プログラムを実施。NEC在籍中に「NPO法人はたらく場研究所」を設立。2009年より異業種の方々が全国から

集うファシリテーション塾の塾長としても、リーダーの育成に努める。2019年に独立し、株式会社共創アカデミーを設立。ライブ型

ファシリテーションスタイルの研修が好評を得て、上場企業から官庁、自治体まで活動の幅を広げている。

研修実績：ファシリテーション／リーダーシップ／コーチング／役員セッション など多数
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西野 浩輝（にしの ひろき）

企業向けに研修、コンサルティングを行うマーキュリッチ株式会社の代表取締役。

「人は変われる！」をモットーに年間200日の企業研修を行う教育のプロフェッショナル。企業経営者に対するプレゼンの個別指導も

幅広く行っている。月間1000万アクセス超の総合情報ウェブサイト「オールアバウト」の「営業ページ」のガイドをはじめとして、

様々なメディアでも執筆を行う。

研修・コンサルティング実績：リーダーシップ／ネゴシエーション（交渉力）／マネジメント／オンライン商談力向上研修 など

著書：「5日で身につく伝える技術」（東洋経済新報社）、「あたりまえだけどなかなかできない営業のルール」（明日香出版） など多数

野呂 理（のろ おさむ）

慶応義塾大学卒業後、日東紡績株式会社に入社し、生産技術、商品開発に携わる。 その後、アーサー・D・リトル（ジャパン）株式会

社にて経営コンサルティングに従事、フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社にて「7つの習慣」などのリーダーシップ研修の講

師として活躍する。

2002年に独立。独自プログラム「コーエンパワーメントWS」を開発。「仕事をとおして自分自身の人生を生き抜くこと」ができるよ

うにとの思いで講師に専念、研修を実施している。

研修実績：リーダーシップ／エンパワーメント／キャリア開発／内発的動機づけ

松瀬 理保（まつせ りほ）

株式会社AIコンサルティング・ジャパン 代表取締役。

米国オハイオ州ケースウエスタンリザーブ経営大学院にて、AI（アプリシアティブ・インクワイアリー）を中心とするポジティブアプ

ローチによる組織変革、アクションラーニング、学習する組織づくりを学ぶ。組織のフラット化、成果主義導入の弊害、現場の疲弊と

モティベーション低下、仕事への価値観の多様化など、複雑な問題をかかえる組織の意識改革、職場活性化にとりくむ。

研修実績：インナーブランディング、コーチング、ファシリテーション

著書：「コーチング入門」（共著・日経文庫）、「セルフ・コーチング入門」（共著日経文庫）、「AI-最高の瞬間を引き出す組織開発」（解説）



「管理職・管理職候補者」研修 講師プロフィール （五十音順）

10Copyright 2022  © Four Compass Learning Firm co., Ltd. All Rights Reserved. 

村野 秀二（むらの しゅうじ）

株式会社シード 代表取締役 ココペリ 代表パートナー。

一橋大学卒業後、株式会社リクルート入社。人材採用／育成部門で企画営業／営業企画／営業マネジメント等を経験。人が「じぶんの

可能性」をあきらめることなく、本当に「じぶん自身の人生」を選択できるようになるために、特に企業や仕事場面での個人の生き方

と組織風土のあり方に焦点をあてて活動中。コーアクティブ・コーチングや舞台俳優のトレーニング手法を取り入れたビジネスコミュ

ニケーション＆スタンス開発プログラム「ビジネス インプロ トレーニング（BIT）」を展開。CTIジャパン資格コース修了・米国CTI

認定プロフェッショナルコーチCPCC。
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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/

