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＜沖縄県雇用政策課委託 県内企業雇用環境改善支援事業＞ 

平成 29 年前期「人材育成推進者養成講座」日程一覧（全 9 回+予備日１回） 

 

 

平成 29 年 6 月 22 日現在 

第１節 平成 29年 07月 22日（土）9時 30分～17時 30分 

担当講師 高橋 俊介－慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授 

白井 旬 －特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会 代表理事 

テーマ 人材育成総論 及び 「働きがい 5分野 15項目」 について ： 沖縄の雇用の質の問

題、人材育成の経営的意味と重要性、そしてこの養成講座の全体像と進め方を理

解。さらに人材マネジメント、人材育成の基礎的枠組みを解説。 

※ 会場－沖縄産業支援センター 大会議室 （302+303） 

※ 講座終了後、懇親会（会費制）あり。任意参加。 

 

 

第２節 平成 29年 08月 05日（土）9時 30分～17時 30分 

担当講師 白井 旬 － 特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会 代表理事 

テーマ 組織のパフォーマンスを高める「職場の基礎代謝」のススメ ： 人も企業もパフォーマ

ンスの良し悪しは「基礎代謝」にあり。  

仕事にも人生にも役立つアンガーマネジメント基礎講座 ； 「怒りの仕組み」を知ること

で、怒りと上手に向き合うコツを学ぶ。アンガーマネジメント診断つき。 

※ 会場－P（仮予約）沖縄県立博物館・美術館 （博物館 講座室） 

 

 

第３節 平成 29年 08月 18日（金）9時 30分～17時 30分 

担当講師 並河 研－株式会社ゼロイン取締役副社長 兼 COO  ＆ 若山 恵美（ワーク担当） 

テーマ インナーブランディングとインナーコミュニケーションの活性化 ： 従業員一人ひとりか

ら理念への共感を生み、理念体現行動を増やすことが求められています。それは顧

客接点における従業員の行動・発信が、企業のブランド・価値に直結しているためで

す。理念への共感と行動を創出するために、いま実施したいインナーブランディングと

インター婚コミュニケーションとは？ その他、事例として、社内報、周年イベント、社内

表彰、社員総会、運動会などにおける仕組みと仕掛けについて伝授。 

※ 会場－P（仮予約）沖縄県立博物館・美術館 （美術館 講座室） 
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第 4 節 平成 29 年 09 月 02 日（土）9 時 30 分～17 時 30 分 

担当講師 野田 稔 －明治大学大学院 グローバルビジネス研究科教授 

テーマ 人材育成施策の設計運用のポイント：ある目的を持って人材育成施策を設

計・運用するとき、対象者の心理的変化や行動変容のプロセスをどう設計し

運用するのか、その効果を上げるための設計運用のポイントはどこにあるの

かを理解することが重要。数多くの人材育成施策のテーラーメード設計と運

用の経験を持つ野田講師から、複数の具体的事例を交えつつ設計の部分的演

習も含め伝授。 

※ 会場－Ps SQUARE Or 沖縄産業支援センター 等 で調整中 

 

 

第 5節 平成 29年 09月 29日（金）9時 30分～17時 30分 

担当講師 坂本 健－ポテンシャル・ディスカバリー・コンサルティング 代表取締役 

テーマ 人材評価の基礎スキル ～ 客観的な“人の目利き”の着眼点 ～ ：組織・人事コン

サルタントとして、制度改革やアセスメント、人材評価、研修や経営幹部養成等、幅広

い実績を持つ坂本講師より、コンピタンシー概論およびコンピタンシーインタビュー入門

の演習（本格的演習というより体験的なものとなります）。  

※ 会場－Ps SQUARE Or 沖縄産業支援センター 等 で調整中 

 

 

第 6節 平成 29年 10月 21日（土）9時 30分～17時 30分 

担当講師 高橋 俊介－慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授 

テーマ コンサル演習キックオフ ：再度、人材育成企業認証制度の 5分野 15項目について

の説明。それぞれのコンサル演習グループにて、対象企業にディスカッション。この時

点までに、経営者インタビュー等をある程度進めておくことを前提とする。  

※ 会場－Ps SQUARE Or 沖縄産業支援センター 等 で調整中 

 

 

第 7節 平成 29年 10月 27日（金）9時 30分～17時 30分 

担当講師 土井 哲ー株式会社インヴィニオ代表  

テーマ 企業文化診断（ダイアログマット活用）と「働きがい５分野 15項目」について ： 企業の

人材育成戦略策定やテーラーメード研修を企画運営してきた経験を持ち、世界の最

新の人材育成手法の展開にも詳しい土井氏から、テーラーメードによる人材育成企画

の考え方、およびポイントについての講義。さらにビジョン浸透や組織風土診断のため

の最新の可視化ツールである、ダイアログマットの体験と活用法について。 

※ 会場－Ps SQUARE Or 沖縄産業支援センター 等 で調整中 
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第 8節 平成 29年 11月 10日（金）9時 30分～17時 30分 

担当講師 白井 旬 － 特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会 代表理事 

テーマ 経営理念と人材像の 「見える化」 について： 経営理念の浸透、理想の社員像、個

人のキャリア形成支援でのドリームプラン・プレゼンテーションの活用術。 

リーダーシップの開発と課題の 「見える化」 について ； 今話題の「2030SDGs カード

ゲーム」を活用したリーダーシップ開発ワーク。 

コンピテンシー（ＰＲＯＧ）フィードバック ： ＰＲＯＧテストの結果をもとに、対人基礎力

（親和力、協働力、統率力）、対自己基礎力（感情制御力、自信創出力、行動持続

力）、対課題基礎力（課題発見力、計画立案力、実践力）など 33項目を「見える化」

しフィードバック。 

※ 会場－Ps SQUARE Or 沖縄産業支援センター 等 で調整中 

 

 

予備日 平成 29年 11月 18日（土）9時 30分～17時 30分 

担当講師 高橋 俊介－慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授 

白井 旬 －特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会 代表理事 

テーマ チームごとの模擬プレゼンテーションおよび指導 ： 12 月 08 日の最終節に

おけるコンサル演習プレゼンの進捗確認。 

※ 会場－Ps SQUARE Or 沖縄産業支援センター 等 で調整中 

 

 

予備日 平成 29年 12月 08日（金）9時 30分～17時 30分 

担当講師 高橋 俊介－慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授 

白井 旬 －特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会 代表理事 

テーマ コンサル演習（事例演習）プレゼンテーション：事例対象企業の経営者経営

幹部をゲストに招き、各チームによる事例演習の最終プレゼンテーションと

講評。 

※ 会場－沖縄産業支援センター 大会議室 （302+303） 

※ 講座終了後、懇親会（会費制）あり。任意参加。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

沖縄県商工労働部雇用政策課委託  

平成29年度 県内企業雇用環境改善支援事業「平成29年度 前期 人材育成推進者養成講座」 

事務局：特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会  

共同体：エスエフシー、慶応義塾大学ＳＦＣ研究所、ＣＵＰ、琉球インタラクティブ 

連 絡 先： 

特定非営利活動法人沖縄人財クラスタ研究会  

〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1-19-27 ミルコ那覇ビル４階 

電話：098-943-7789  FAX：098-943-7785  メール：info@human-okinawa.org 


