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● システムラーニングプログラムのコンセプト 

 

◍ 一人一人に定着や習慣化されるまでサポートします 

◍ アセスメント、事前学習、テスト、集合研修、メール、電話コーチングを 

組み合わせることによって短期間での修得をめざします 

◍ 個々人の価値観に基づいたマインドセットと行動力強化をおこないます 

◍ リーダーの変化による組織活性化を目指します 

 

● システムラーニングプログラムのタイトル 

 

 

 

システムラーニングプログラムの概要 
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● システムラーニングプログラムの種類（組合わせの例） 

※他多数のプログラムと複合化して修得のためのサポートをおこないます 

 

■ 集合研修後の変容定着をする一人一人へのメールや電話でのサポート 

 
研修後より各自を対象にメールや電話による目標の進捗、達成状況をサポートします 

目標達成を確実にすることや、スキル習得と活用を目指します 

  

■ 研修前の現状を調査し、研修後の習得や変容について調査をします 

     

研修の前後を調査分析します。研修による修得や変容についての追跡調査を行います。 

各自に電話やメールで調査を行います。 

 

■ 各個人事前学習 ➣ 職場での実践 ➣ テストと補修 ➣  集合研修  

➣ 習得目標の設定 ➣ 目標達成への電話やメールによるサポート      

 

短期間での修得を目標としています、集合研修の回数を１回程度にして仕事との 

バランスと各自の仕事の内容、個人の目標に合わせた進捗で選ぶことができます 

 

■ 開始前の調査 ➣ 各個人へ事前学習 ➣ テスト ➣ 職場での実践 

（補修とテスト） ➣  集合研修  ➣ 修得目標の設定 ➣  

目標達成への電話やメールによるサポート ➣ 終了後のアセスメント 

    
アセスメントを加えて客観性をもたせ、修得の状況を見えるようにします 

短期間での効率を高めた修得を目標としています  

 

システムラーニングプログラムの概要 
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● フォーコンパスの専門は 

 

  解決へのコンサルテーション・研修/講演・アセスメント 

 

 

 

● フォーコンパスが好評価をいただいている要素 

 

 

活動内容と特長 
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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研修や個人対象のパーソナルコーチングと

多彩な活動を誇る。人の自発的な行動を促すための研修では、個人個人の人とし

てのありたい姿を引き出しながらのプログラムで高い評価を得ている。 

Being: 私以上に成らず、私以下にも成らず、感謝の心、思いやりの心、謙虚な 

    心を磨き続け、出会うご縁から多くのことを学び、お役に立てる人とし 

       て成長する。 

主な著書『自分は自分で変えられる』『コーチング一日一話』共に PHP 研究所 

  

本間 正人（ほんま まさと） 
 

NPO 学習学協会代表理事、帝塚山学院大学客員教授。東京大学文学部卒、ミネ

ソタ大学大学院修了（Ph.D.）。ミネソタ州政府貿易局、松下政経塾研究部門な

どを経て、NHK 教育テレビ「実践ビジネス英会話」の講師をつとめる。「教育

学」を超える「学習学」を提唱し、「研修講師養成塾」などマルチな活動を展開。

国際コーチ連盟認定プロフェッショナルコーチ、AI ファシリテータ、他多数 

主な著書に『入門ビジネス・コーチング』、『コーチングに強くなる本』（以上 PHP

研究所）、『人を育てる叱りの技術』（ダイヤモンド社）、『コーチングの教科書』

自由国民社、『できる人は 1 週間を 168 時間で考えている』（中経出版）、『適材

適所の法則』（PHP エディターズグループ）『英語で鍛えるロジカルシンキング』

日経 BP、『できる上司の言葉ハンドブック』三笠書房、 他多数。 

  

青木 安輝（あおき やすてる） 
 

東京大学文学部社会学専修過程修了。自己への気づきとコミュニケーションを扱

うセミナーの講師として活躍。NLP マスタープラクティショナー資格取得後、

94 年 NLP ジャパン設立。コミュニケーション活性化等の領域において企業研

修で高い評価を受ける。96 年よりブリーフセラピー関連ワークショップの海外

招聘講師の通訳を務め、ソリューションフォーカスアプローチを研究、組織活性

化への実践を開始。05 年(株)ソリューションフォーカスコンサルティング設立。 

ソリューションフォーカシストの育成、企業での多くの研修実績を積み上げる。 

主な著書『コーチング一日一話』PHP 研究所、『解決志向の実践マネジメント』

河出書房新社。ソリューションフォーカス（組織の成果に直結する問題解決法） 

マークマカーゴウ＋ポール Z ジャクソン著青木安輝訳 

 

講師のご紹介 
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本間 直人（ほんま なおと） 
 

九州工業大学大学院博士後期課程単位取得退学。情報工学修士。NPO 法人国

際ファシリテーション協会理事、NPO 法人学習学協会理事・主席研究員。 

研修と講演活動ではファシリテーションのほか、創造的問題解決支援講座、自

発性・継続性を導く、答えを与えるのではなく解決策を生み出す力を引き出す

研修など講師として活動中。笑いあふれる参加型研修が特徴。著作物には本間

正人と共著で、「コーチングに強くなる本・応用編」（PHP 研究所）、「チーム力

を作る 3 ステップ」（翔泳社）。ホンマ・ドットコム代表 

  

 大串 亜由美（おおくし あゆみ） 

 

成城学園短期大学を卒業後、外資系コンピュータメーカの人事部門、USA 本 

社にて国際コミュニケーションを学ぶ。その後研修会社にて研修とコンサル

テーションを経て株式会社グローバリンクを設立し代表取締役を務める。「国

際規模での人材の活用と育成」をキーワードにマネジメント、接客販売など

のビジネスコミュニケーション全般の研修、コンサルティングを手掛ける。 

アサーティブネス、ファシリテーション研修と講演実績は多数 

主な著作：「１５秒でツカみ９０秒でオトすアサーティブ交渉術」ダイヤモン

ド社、「ピンチに慌てず、チャンスをつくる」ファーストプレス、他 9 冊 
 

  

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。 

著書として 入門「キャプテンシップ」ＰＨＰ研究所 本間正人共著 

 

張 琴（ちょう こと） 
 

立命館大学政策科学部卒業（経営戦略論専攻）。組織と個人の成長に焦点を当て

た自己実現のためのコーチング講座を展開するとともに、個人の能力開発と行動

力強化を高めることを目指している。特徴として問題解決要素を組み合わせたコ

ミュニケーション力向上のプログラム、ロジカルシンキングとその活用、リーダ

ーシップ研修を得意とする。経営者層から管理職、中堅職など多くの職種に豊富

な経験を持つ。主な研修実績は官公庁、電気製造会社、電子製造会社、保険会社、

鉄道会社、製薬会社、銀行、証券会社など多数 

ＰＨＰビジネスコーチ上級認定、ＳＥＰスーパーバイザー兼コーチ 

講師のご紹介 
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井原 恵津子（いはら えつこ） 
 

日本航空株式会社国際線客室乗務員として乗務。英国に６年間滞在し、帰国後は

研修会社で主任講師として、研修及び企画、営業、新人講師の育成に携わる。２

００１年オフィスグランツを設立。２００３年にはコーチクエスト社設立に参画

し、マスターウエルネスコーチとしてメディカルコーチの養成に携わる。現在、

ＰＨＰゼミナール、りそな総合研究所、産業能率大学の講師としても活躍の場を

広げる。（財）生涯学習開発財団認定コーチ取得。 

研修実績として、官公庁を始め生命保険会社、自動車会社、通信会社、医薬品会

社、病院、他多数。 

  

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、インタビュアー、

コンサルタント会社秘書室を経て、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、秘書研修・ショウルームレディ研修、プレゼンテーション研修、営

業研修(コンサルティングセールス中心)、社内インストラクタ―養成研修（業

務・マナー研修）、カウンセリングビジネスコーチングなどを行う。 

ＰＨＰビジネスコーチ上級認定、NLP マスタープラクティショナー、産業カウ

ンセラー、交流分析インストラクター、アクションラーニングコーチを取得。 

研修実績として、生命保険会社、通信会社、電力会社、ガス会社、航空会社、他

多数。 

  

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（現・経

営開発事業本部）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、現在は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。札幌国際大学非常勤講師。 

主な著書『子どもを伸ばす共育コーチング』（つげ書房新社）、コーチング対談Ｄ

ＶＤシリーズ『夢中になったら何かが変わる』、『TOMORROW IS ANOTHER 

DAY』、『ザ・Coach』（ＹＭＲプロジェクト）、『やってみよう！コーチング』

ほんの森出版。研修実績として、官公庁をはじめ、郵便会社、生命保険会社、証

券会社、医療品、鉄道会社、飲料品会社、製薬会社、食品会社、他多数。 

 

 

講師のご紹介 
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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。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、個人コーチとして活躍している。年間１５０回以上の研修 

  

前田 典子（まえだ のりこ） 
 

上智短期大学卒業後、東京銀行（現三菱東京UFJ銀行）入行、人事部門にて採

用・研修を担当する。コンサルタント会社を経て Kei ビジネスを設立、人材育

成コンサルタントや研修講師として活動。特徴としては実践的なコミュニケーシ

ョン向上プログラムが強み、行動に移せることを重視し意識を高め改革と能力開

発を行っている。主な研修領域はコーチング、キャリアデザイン、CS マインド

マップ、他ビジネスコミュニケーション。主な著書は「口ベタだっていいじゃな

い！と思えるコミュニケーション力養成講座」ダイヤモンド社、他２冊 

  

早川 優子（はやかわ ゆうこ） 
 

上智大学卒業後、精密電子メーカー、情報誌の会社を経て、2001 年社会保険

労務士 早川優子事務所を設立。労務、人事全般にコンサルティングやセミナー

を行う。優しく包み混む研修手法はリラックスした中、参加者の能力を引き出し

多くの吸収をもたらすことでリピート実績が多い。また、セルフコーチングコン

サルタントとしても活躍。官公庁、生命保険会社、商事会社、鉄道会社、情報出

版会社、銀行、他多数で企業研修を実施。主な著書『夢が実現する 9 つのルー

ル－セルフコーチングで「愛と成功」を手に入れる』大和出版 

 

城野美奈（じょうの みな） 
 

津田塾大学卒業後、日本航空入社国際線乗務員として勤務。大阪大学大学院にて

社会心理学対人コミュニケーションを専攻。英会話講師を経てビジネスコミュニ

ケーション、コーチング、キャリアデザイン、CS、メンタルヘルス、マナー・

接遇などを得意とする研修講師やコンサルティング、人材開発支援として活動。 

主な実績：官公庁、銀行、商社、飲料品メーカー、製紙メーカー、製薬会社、生

保会社、化粧品会社、建設会社、損保会社、食品メーカー、電機メーカー他多数 

主な資格：PHP 認定上級ビジネスコーチ、CDA キャリアカウンセラー、他 

 

 講師のご紹介 
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田村 恵（たむら めぐみ） 
 

桃山学院大学卒業神戸市出身。株式会社ワールド直営販売会社に入社。百貨店で

の販売、他社での店長、バイヤーなどを経てマネジメントやコミュニケーション

の最前線で多彩な経験をつむ。ワールド直営販売員教育インストラクターとして

人材教育部研修講師、経営企画部門などでマネジメント、人材意育成、顧客接遇、 

顧客満足の向上などを主とした研修を行う。販売の現場を熟知した実践的な実

習、研修には定評がある。さらに参加者の意向を素早く汲み取った生きる喜びに

繋がるフィードバックなどは、研修効果を盛り上げている。研修領域は、消費者

販売管理者向け接客スキル、部下指導、OJT コーチング、コミュニケーション 

  

中村 真理（なかむら まり） 
 

日本航空の国際線客室乗務員を経て、船井総合研究所、研修会社にて主に人的活

性化を中心とするコンサルタントとして経験をつむ。メリハリのしっかりした研

修手法は参加者の納得度を高めている。研修項目はプレゼンテーション、コーチ

ングとその応用、CS・マナー接遇研修を得意としている。 

米国 CCE,Inc 認定 GCDF-Japan（キャリアカウンセラー）。 

研修実績として、官公庁、電力会社、證券会社、製薬会社、生命保険会社、不動

産販売会社、人材派遣会社、商社 他多数。 

  

渥美 直子（あつみ なおこ） 
 

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。講師として独立しソルプレーサを設立。はつらつとした元気さ、誠意ある

対応でいつも高い評価をもらっている研修講師として活躍。研修プログラムとし

て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、他多数。 

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） 

 

阿部 淳一郎 （あべ じゅんいちろう） 
 

早稲田大学教育学部卒業、筑波大学大学院（行動科学・ストレスマネジメント）

修了。人材開発コンサルタントとして２００４年独立。ビジネススタンス、コミ

ュニケーション、キャリア開発などの若手の能力開発や組織力向上のための講座

とコンサルテーションを主力に展開。研修講演実績は官公庁、大学、銀行、総合

商社、製薬会社、自動車会社、人材開発会社、鉄道、ＩＴなど多数。主な資格は

キャリア開発（ＪＣDA）コーチ（ＰＨP）、ファシリテーター（ＳＥＱ），     

ＮＬＰ、他。主な執筆は『企業と人材』「日本経済新聞」「朝日新聞」など多数． 

 

講師のご紹介 


