
年日 講　師
（敬称略）

講師プロフィール
（所属・役職は開催当時のもの）

演　題 会　場

4/28 新宿東急ホテルズ
主催

会員限定特別企画 BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel
HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel
5/19オープン前の内覧会

新宿歌舞伎町タワー

4/14 山本　和之 出版社パブリック・ブレイン　代表 秘書ならではの「読み手に配慮する美しい文章」を学ぶ Ｚｏｏｍ

3/13 ブルガリ ホテル 東京
主催

会員限定特別企画 「ブルガリ」のラグジュアリーホテル「ブルガリ ホテル 東京」
4/4オープン前の内覧会

ブルガリ ホテル 東京

2/21 シンガポール航空
主催

会員限定特別企画 シンガポール航空様主催　ご招待イベント
～海外出張の今を知る～

WeWork渋谷

2/3 公益社団法人日本外国特派員協会

12/21 春日　秀之 株式会社 hide kasuga 1896 代表
hide kasuga LABO研究所長
gallery de kasuga オーナー

価値創造と再生をテーマに研究と事業開発を行う、経営者が語る
「ＥＳＧ経営」-サーキュラーエコノミーの未来

gallery de kasuga

11/17 武市　憲司 ｸﾞｰｸﾞﾙ・ｸﾗｳﾄﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ合同会社
Google Workspace 事業本部
ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 部長

ITツールの便利な機能と活用方法
－Google編－

Google Meet

10/19 杉山　充 日本ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ株式会社
ﾓﾀﾞﾝﾜｰｸ統括本部ｶｽﾀﾏｰｻｸｾｽ第三本部ｶｽﾀﾏｰｻｸ
ｾｽﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ITツールの便利な機能と活用方法
－Microsoft編－

Teams

8/24 葦原　美和子 日本秘書協会認定講師
元財団法人東京YMCA講師
元財団法人津田塾会教師

秘書の英語よもやま話
－知っておきたい英語の知識あれこれ－

Ｚｏｏｍ

6/13 澤田　行助 ひかり総合法律事務所 パートナー弁護士 秘書が備えておきたい災害時の法律知識
 -いざという時に適切な行動をとるために-

Ｚｏｏｍ

4/20 岡　俊明 元サッポロビール飲料株式会社 代表取締役社長現
日本営業科学協会代表理事　大大妻マネージメントア
カデミー講師、群馬大学講師

変化する社会と秘書に望むこと Ｚｏｏｍ

3/18 藤村　やよい 日本秘書協会理事
久留米信愛短期大学 客員教授

秘書の在り方や魅力を語る
―信頼を得ることの大切さ―

Ｚｏｏｍ

2/28 小山田　理佳 オリックス株式会社 エンタープライズアーキテクト
担当 兼 オリックス・システム株式会社 執行役
員 チーフアーキテクト

秘書が身につけておくべきＩＴリテラシー
～実務に役立つＩＴ編～

Ｚｏｏｍ

12/14 小山田　理佳 オリックス株式会社 エンタープライズアーキテクト
担当 兼 オリックス・システム株式会社 執行役
員 チーフアーキテクト

秘書が身につけておくべきＩＴリテラシー Ｚｏｏｍ

11/10 小出　信介 小出公認会計士・税理士事務所 代表 秘書が身につけておくべき 最新 財務知識のポイント Ｚｏｏｍ

7/8 長島　水際 翻訳家 翻訳家と楽しく学ぶ
－カタカナ（和製）英語を通じる英語に－

長女 詩人の平山弥生氏を迎えて

Ｚｏｏｍ

3/3 辻　京子 日本秘書協会理事 秘書のキャリアを活かす方法
ー自分らしく輝き続けるためにー

Ｚｏｏｍ

12/15 小嶋　美代子 アワシャーレ代表取締役　芝浦工業大学講師 「アタリマエが変化し、どうするワタシ!!」
ー変化する時代を前向きに強く生きていくためにー

Ｚｏｏｍ

1/31 The Okura Tokyo
プレステージタワー　41階
「エトワール」

12/4 平山　弥生 詩人 平山郁夫氏 没後10年記念講演
―長女、詩人の平山弥生氏を迎えてー

一般社団法人日本秘書協会
研修室

11/20 小篠　ゆま ファッションデザイナー／株式会社ヒロココシノ取
締役副社長

キャリアプランを考える
ー 世界で活躍し続けるためのマインド ー

一般社団法人日本秘書協会
研修室

10/30 成内　英介 株式会社 USEN Media 代表取締役社長 外国人へのおもてなし
―海外からのお客様にも喜ばれるレストランの選び方―

株式会社 USEN Media 本社

6/12 荻原　初男 恵比寿ワインマート株式会社 取締役 「相手の心に届くワイン選び」
―楽しみながら学んでいただく秘書のためのワイン講座―

1部　サッポロホールディングス本社1階B
講堂
2部　ガーデンプレイス内ビヤステーション2
階個室

5/24 馬　英華 東京エレベーター株式会社 代表取締役社長/
中国弁護士

日経新聞ビジネスリーダーに連載された中国人女性社長から伺う
ー奇跡、強運、幸せのヒントー

一般社団法人日本秘書協会
研修室

4/25 福田　晋一 日本アイビーエム株式会社ITアドバイザー
/心理カウンセラー

AIに男性脳と女性脳はあるのか？
－AIは秘書の仕事を奪えないー

一般社団法人日本秘書協会
研修室

1/27 ザ・ペニンシュラ東京
ザ・グランドボールルーム

新年賀詞交歓会（秘書部門管理職フォーラムと共催）
ゲスト：水谷　仁美　（HACCI's JAPAN.LLC　CEO）

月例会　一覧表

2021年

2020年

新年賀詞交歓会（秘書部門管理職フォーラムと共催）
ゲスト：桂 由美  (ブライダルファッションデザイナー)

2019年

2022年

2023年

月例会　賀詞交歓会
ゲスト：小林一夫  (和紙の老舗｢ゆしまの小林｣４代目社長　内閣府認証NPO法人国際折り紙協会の理事長)



年日 講　師
（敬称略）

講師プロフィール
（所属・役職は開催当時のもの）

演　題 会　場

12/5 高野京子 アメリカンスクール・イン・ジャパン
ジャパンセンターディレクター

「宝塚からアメリカンスクール・イン・ジャパン
ディレクターへの道」
～白金のフレンチレストランOREXISでの食事会と講演会～

フレンチレストラン
ＯＲＥＸＩＳ (オリキス)

11/29 青砥　瑞人 DAncing Einstein　Co.,LTD  FOUNDER CEO 「企業の人材教育にも携わる、脳神経科学者から学ぶ」
～脳を知り,心を読み,幸せになる方法～

一般社団法人日本秘書協会
研修室

10/31 有沢　正人 カゴメ株式会社
常務執行役員 ＣＨＯ（人事最高責任者）

「人事最高責任者が語る、
これからの時代に求められる秘書」
～働き方改革で秘書の仕事は、どう変わるのか？～

一般社団法人日本秘書協会
研修室

6/7 敷田　正法 株式会社高島屋日本橋店
総務部顧客グループ
担当部長コンシェルジュ

「心を尽くしたおもてなしは、お客様に必ず届く」
～伝説のコンシェルジュに学ぶ「最高のおもてなし」～

一般社団法人日本秘書協会
研修室

5/7 花柳　典幸 日本舞踊家 秘書として知っておきたい日本の伝統文化
～美しい日本舞踊の世界～

一般社団法人日本秘書協会
研修室

4/17 ベジット・ドレス ジャンナッツインターナショナル 会長 Celebration of a 160 years of displomatic relation
& women empowerment
日仏友好160周年と女性のエンパワーメントを祝して

一般社団法人日本秘書協会
研修室

1/26 THE GRAND GINZA
（ザ・グラン銀座）
GINZA SIX 13階

12/8 永瀬　佳代子 富士ソフト株式会社
moreNOTE事業部 マーケティング部 室長

大量の名刺や資料の束から開放されませんか？
－最新ICTツールの活用で秘書業務はこう変わる！
　　ワークスタイル革命のすすめ－

一般社団法人日本秘書協会
研修室

11/14 平出　淑恵 株式会社コーポ・サチ　代表取締役 秘書として知っておきたい日本酒あれこれ 一般社団法人日本秘書協会
研修室

10/20 伊串　久美子 株式会社ＵＳＥＮ 取締役
株式会社Ｕ－ＮＥＸＴ 取締役

“細胞レベルでやりたいこと”を実現させる
－「納得」のいくキャリア・自分であるためには－

一般社団法人日本秘書協会
研修室

6/2 祐川　京子 エグゼクティブサーチ・コンサルタント
ビジネス書作家

ＡＩ時代に求められるコミュニケーション力の向上
「気の利いたワンランク上のほめ言葉セミナー」

一般社団法人日本秘書協会
研修室

5/15 山田　隆 TABLEALL PTE. LTD CEO お店選びにもう困らない！
TABLEALLのスマートなレストラン予約とは？

一般社団法人日本秘書協会
研修室

4/21 サム　・　ローガン　(Sam
Rogan)

ザイリンクス株式会社 代表取締役社長 トップエグゼクティブが語る
「グローバル時代に適用する秘書の新しい働き方」

一般社団法人日本秘書協会
研修室

3/24 乘松　和子 日本秘書協会元理事長 セクレタリーサロン　「慶弔あれこれ」 一般社団法人日本秘書協会
研修室

1/27 アルジェントASO

2018年

新年賀詞交歓会（秘書部門管理職フォーラムと共催）
ゲスト：中村　紀子　（株式会社ポピンズ代表取締役CEO）

2017年

新春例会
ゲスト：小渕  優子（衆議院議員）



年日 講　師
（敬称略）

講師プロフィール
（所属・役職は開催当時のもの）

演　題 会　場

12/19 中村　恵太 日本キリスト教団 十貫坂教会牧師 「本来のクリスマスを学ぶ交流会」 一般社団法人日本秘書協会
研修室

11/28 加藤　秀子 日本秘書協会・CBSファウンダー セクレタリーサロン
「秘書の真の役割とは」
〜Work underからWork Withへ〜

一般社団法人日本秘書協会
研修室

10/28 冨岡　桂子 株式会社情報工場　取締役
事業連携・コミュニケーション担当

経営者絶賛！
書籍ダイジェストサービス「SERENDIP」の
可能性とは？

一般社団法人日本秘書協会
研修室

9/21 内多　勝康 国立研究開発法人
国立成育医療研究センターもみじの家
ハウスマネージャー

私が、子どもホスピス“もみじの家”
ハウスマネージャーになった理由

一般社団法人日本秘書協会
研修室

7/22 江口　裕之 CEL英語ソリューションズ
最高教育責任者

日本文化の再発見
　　　－目から鱗の「なるほどニッポン」－

一般社団法人日本秘書協会
研修室

6/15 桑島　浩彰 リンカーズ株式会社専務執行役員 兼
Linkers International Corporation
取締役社長

世界から見た日本
　　　－これからのグローバル・
　　　　　　　　　コミュニケーションのあり方とは－

一般社団法人日本秘書協会
研修室

5/18 山本　真砂美 株式会社紀文食品
執行役員お正月担当

先輩に伺う秘書からのキャリア形成 一般社団法人日本秘書協会
研修室

4/13 坂井　宏行 フランス料理店『ラ・ロシェル』
オーナーシェフ

私の料理人生
　　　－「完璧さ」はいらない、
　　　　　　　　　楽しむことが心に余裕を生む－

リファレンス
新有楽町ビル会議室

3/8 鈴木　まり 大妻女子大学講師 英語学習体験記
　　　－文法嫌いのハーフの悩み－

一般社団法人日本秘書協会
研修室

2/18 徳永　瑞子 特定非営利活動法人ＮＧＯアフリカ友の会
代表

アフリカで「当たり前」を考える
　　　－NGO活動を通して見た中央アフリカ－

一般社団法人日本秘書協会
研修室

11/19 ウィリアム　J.　ヤング ラムライン　コンサルティング 海外旅行・滞在中に行える
対テロ・産業スパイ対策

一般社団法人日本秘書協会
研修室

10/16 澤田　靖士 元新日本製鐵株式会社
代表取締役副社長

技術開発 品質管理から学ぶ、
 エグゼクティブが求める秘書の配慮と気配り

一般社団法人日本秘書協会
研修室

9/16 荒　昌史 HITOTOWA INC. 代表取締役 ネイバーフッド・デザイン
〜東日本大震災の実例を活かした防災減災〜

一般社団法人日本秘書協会
研修室

7/2 安田淳子 NPO法人セカンドハーベスト・ジャパン理事 もったいないをありがとうへ
〜セカンドハーベスト・ジャパンの行っていること〜

一般社団法人日本秘書協会
研修室

6/16 吉川　稻 株式会社吉香 代表取締役社長
前 全国商工会議所女性会連合会会長
前 関東・東京商工会議所女性会会長
女性の明日を考える会会長

仕事は品格ある自分作り 一般社団法人日本秘書協会
研修室

5/20 川原　宙子 株式会社華蓮　代表取締役
風水コンサルタント

ビジネス風水
〜幸せになる法則〜

一般社団法人日本秘書協会
研修室

4/15 山口　ひろみ ウィズ社会保険労務士事務所代表
特定社会保険労務士

マネー講座
〜夢を叶えるマネープラン〜

一般社団法人日本秘書協会
研修室

3/18 田中　美知代 ライフスタイリスト、株式会社ADA代表 世界を駆ける「豆皿 1000 プロジェクト」
〜日本の工芸の未来を切り開く〜

一般社団法人日本秘書協会
研修室

2/27 バウォン・
サッタヤウティポン

タイ王国大使館 工業部 公使参事官 「サワッディーカー」― 微笑の国、タイの魅力とは 一般社団法人日本秘書協会
研修室

1/30 岩田  喜美枝 公益財団法人21
世紀職業財団 会長
当協会名誉顧問

ラ ターブル ドゥ
ジョエル・ロブション

11/6 金ピカ先生 元拓殖大學客員教授 金ピカ先生に学ぶ！「部下はこうして使え」 社団法人日本秘書協会
研修室

10/27 大谷　徹奘 奈良薬師寺 執事 特別法話会「幸せの条件」 東京国際フォーラム
ガラス棟F701

9/26 澤田　行助 ひかり総合法律事務所 パートナー弁護士 こんなときどうする?
秘書が身につけておくべき会社と役員の法律知識

社団法人日本秘書協会
研修室

7/24 魏　聖銓 法政大学 理工学部 兼任講師 アンニョンハセヨ、韓国の面白さ再発見!
〜ドラマが語る社会と文化〜

社団法人日本秘書協会
研修室

6/20 八尾　稔啓 有限会社 エイ・エル・ピー 健康心理士 キャリアアンカーとストレス耐性向上について 社団法人日本秘書協会
研修室

5/23 鈴木　滋 株式会社アルク教育社
コーポレート・コンサルタント

一人でできる「使えるビジネス英語」の学習法 社団法人日本秘書協会
研修室

4/23 出口　由美 株式会社ハースト婦人画報社
『婦人画報』編集長

『婦人画報』が紡ぐ“日本女性像” 社団法人日本秘書協会
研修室

3/26 渡辺　雅司 株式会社船橋屋 代表取締役社長 秘伝 老舗のチームビルディング
200 年生き残る企業が実践する
組織が元気になる方法

社団法人日本秘書協会
研修室

2/17 石川　英夫 異文化間ビジネスコンサルタント 代表 日本人と欧米人の特性比較とコミュニケーション術
ホスピタリティ・マインドを生かして

社団法人日本秘書協会
研修室

2016年

2015年

2014年



年日 講　師
（敬称略）

講師プロフィール
（所属・役職は開催当時のもの）

演　題 会　場

12/6 佐野　未来 有限会社ビッグイシュー日本
東京事務所マネージャー

社会を変える仕事をしよう
〜ビッグイシュー10年続けてわかった大事なこと

社団法人日本秘書協会
研修室

11/6 秋元　義彦 株式会社パン・アキモト代表取締役 国際貢献ビジネスモデル
ー「救缶鳥」プロジェクトとはー

社団法人日本秘書協会
研修室

10/22 平岩　理緒 スイーツジャーナリスト 流石と言われる手土産選びの極意
－最新スイーツ事情とお歳暮選びのヒント－

女性就業支援センター
第一セミナー室

9/19 水野　雄氏 株式会社旭リサーチセンター代表取締役社長
旭化成株式会社常務執行役員
一般社団法人日本秘書協会　理事長

秘書の流儀～上司を支える極意とは～ 女性就業支援センター
第一セミナー室

7/16 田頭　篤 特定非営利活動法人
日本ファシリテーション協会 会長

職場を変える、世界をつなぐファシリテーショ
〜ファシリテーターへの第一歩 ～

社団法人日本秘書協会
研修室

6/26 米良　彰子 特定非営利活動法人オックスファム・ジャパン
事務局長

あなたも変えられる世界の貧困
〜市民が参加する国際支援活動とは～

社団法人日本秘書協会
研修室

5/21 永野　大輔 スペインクラブ銀座店長 知られざるスペイン食文化の魅力
〜日本スペイン交流 400 周年を迎えて～

社団法人日本秘書協会
研修室

4/11 上月　マリア 一般社団法人日本プロトコール&マナーズ
協会理事長
紳士淑女教育家・ﾌﾟﾛﾄｺｰﾙ&ﾏﾅｰ指導家

世界に通用するマナーの真髄
〜ワンランク上のエレガンスを身につける～

女性就業支援センター
第一セミナー室

3/15 大塩　敏史 株式会社Office  To ソーシャルメディアと心地よく付き合う方法
〜安心して楽しく利用するスキルを身につけよ

社団法人日本秘書協会
研修室

2/6 ルース・
ジャーマン・白石

株式会社ジャーマンインターナショナルCEO やればできる、グローバル化は怖くない
〜『日本人が世界に誇れる33のこと』
　　　　の著者が贈る日本人へのエール～

女性就業支援センター
第一セミナー室

12/5 徳嵩　洋子 みずほ総合研究所株式会社　研修講師 印象に残るコミュニケーション
〜言葉のご馳走、感謝の花束～

社団法人日本秘書協会
研修室

11/12 坂上　香 ドキュメンタリー映像作家 「表現」はエンパワーメントになりうるか？
　　〜ドキュメンタリー映像作家の挑戦

社団法人日本秘書協会
研修室

10/10 出口　光 株式会社メキキ代表取締役
NPO法人日本ライフキャリア協会理事長

人の個性を見抜く
　　〜「個性認識学」を体験する

社団法人日本秘書協会
研修室

9/28 岡　俊明 サッポロビール飲料株式会社
元代表取締役社長 群馬大学客員教授
長岡大学教授

トップが語る「できる秘書の条件」 社団法人日本秘書協会
研修室

7/18 池田　まゆみ 美術工芸史家 アール・デコ 光のエレガンス
〜ラリック・ドーム・セーヴル、展覧会の舞台裏〜

女性就業支援センター
5Fコンファレンスルー

6/26 加藤　薫 ｱﾒﾘｶﾝ・ｴｷｽﾌﾟﾚｽ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ, Inc.
人事部マネージャー

キャリア・デザインの秘訣
〜ｷｬﾘｱ・ｱﾝｶｰと自分の価値を明確に!〜

社団法人日本秘書協会
研修室

5/9 はらだ　玄 メークアップアーティスト
はらだ 玄メークアップアカデミー

メークアップの摩訶不思議
〜好感を与える身だしなみの極意〜

社団法人日本秘書協会
研修室

4/25 小山　聡章 プレデンシャル生命保険株式会社
東京第一支社　エグゼクティブ・プランナー

トップ営業のお客様から「教わる力」 社団法人日本秘書協会
研修室

3/9 加藤　恭子 財団法人地域社会研究所理事 言葉でたたかう技術
〜日本的美質と雄弁力〜

女性就業支援センター
第一セミナー室

2/24 ボニー・ウェイコット ナレーター,フリーランス通訳/翻訳者 島国イギリスと日本で育って
―両国の違いと魅力―

社団法人日本秘書協会
研修室

12/9 斉藤　善久 獨協大学経済学部 非常勤講師 ひらめきのコミュニケーション
―発想法「やわらか頭」のつくり方―

社団法人日本秘書協会
研修室

11/16 宇佐美　志津 書家・文字文化文筆家
宇佐美本店株式会社代表取締役

日本再発見！漢字の成り立ちとともに
〜「人」という文字の
本当の成り立ちをご存知ですか？

女性就業支援センター
第一セミナー室

10/19 青木　晃 順天堂大学大学院
加齢制御医学講座 准教授

アンチエイジング(抗加齢)医学とは? 女性就業支援センター
第一セミナー室

9/28 白木　夏子 株式会社HASUNA 代表取締役 エシカルジュエリーで、世界と一緒に輝く 社団法人日本秘書協会
研修室

7/4 楊　明珠 中央通信社 東京支局特派記者 日台の絆
〜 被災地への台湾の篤い支援から学ぶこと

社団法人日本秘書協会
研修室

6/3 鈴木　武夫 企業トップに聞く
〜経営者の思い　秘書への期待〜

社団法人日本秘書協会
研修室

5/24 古田　由紀子 翻訳家 映画字幕の裏舞台
〜字幕翻訳家の喜びと苦しみ〜

東京ウィメンズプラザ
視聴覚室

4/22 寺石　雅英 国立大学法人群馬大学 社会情報学部教授 勝ちパターンは時代とともに進化する
〜理詰めの経営思考が企業を滅ぼす〜

社団法人日本秘書協会
研修室

2/18 阿部　佳 グランドハイアット東京 チーフコンシェルジュ コンシェルジュという職業 社団法人日本秘書協会
研修室

2011年

2013年

2012年



年日 講　師
（敬称略）

講師プロフィール
（所属・役職は開催当時のもの）

演　題 会　場

11/6 月例会（共催）CBSクラブサロン
コンサート&Tea Party

土曜の午後は音楽とワインでリフレッシュ 雑司ヶ谷音楽堂

10/18 稲坂　良弘 株式会社香十 代表取締役社長 和の香を語る
〜香で読む「源氏物語」の世界〜

社団法人日本秘書協会
研修室

9/28 大庭　薫 ソニー株式会社　秘書部
統括部長兼取締役会事務局統括課長

キャリアの理想と現実
〜役員秘書を経験して〜

女性と仕事の未来館
4階ホール

7/28 Prof.Alica　Volk Assistant Professor of Japanese Art
University of Maryland

萬鉄五郎と日本近代美術
-ユニバーサリズムを求めて-20 世紀初期の日本近代美術と西洋近代
美術の交流-

社団法人日本秘書協会
研修室

6/3 湯本　壬喜枝 リスカーレ・コンサルティング 代表 メンタルタフネスをつける8つの発想
〜限界を決めずに
　　　　チャレンジするのは面白い〜

社団法人日本秘書協会
研修室

5/19 小暮　真久 NPO 法人・TABLE   FOR  TWO International
事務局長

「20 円」で世界をつなぐ仕事
〜貧困問題を解決する
　　　　TABLE FOR  TWO のチャレンジ〜

社団法人日本秘書協会
研修室

4/19 青木　真理子 株式会社ファントム・フィルム
マーケティングマネージャー

映画と旅をする
〜映画『プレシャス』に見る
　　　　米国社会のリアリティ〜

女性就業支援センター
第一セミナー室

3/12 鰐渕　美惠子 株式会社銀座テーラーグループ
代表取締役社長

専業主婦から会社再生
～“銀座ﾃｰﾗｰ”の老舗ブランドを
　　　　守り続ける挑戦～

銀座テーラー
プレミアムラウンジ

2/8 山本　ミッシェール
のぞみ

フリーアナウンサー
　パフォーマンス学インストラクター

最初の60秒を制する
　　コミュニケーション術の秘密

社団法人日本秘書協会
研修室

11/10 小山内　秀友 株式会社CCTT 代表取締役
マンパワーセキュリティ株式会社役員

オフィス・日常生活に潜む危険を回避
～トラブルに巻き込まれないために～

女性と仕事の未来館
第2セミナー室

9/11 石澤　良昭 上智大学　学長 アンコール・ワットの修復と人材養成
〜国際協力は肌の色と言語を超えて〜

女性と仕事の未来館
第2セミナー室

7/22 野崎　由美子 笹川平和財団研究員
元テレビ朝日アナウンサー

キャリアはシャンソンの調べとともに
　　　　　　〜国際交流の裏舞台で〜

女性と仕事の未来館
第1セミナー室

6/17 漆　紫穂子 品川女子学院 校長 改革のリーダーシップ
　　　～やる気を高め、人を育てる～

女性と仕事の未来館
第1セミナー室

5/15 本保　芳明 観光庁長官 観光庁長官に聞く！
「観光立国」を目指す日本のこれから

女性と仕事の未来館
第1セミナー室

4/24 小林　一夫 株式会社ゆしまの小林代表取締役社長
お茶の水・おりがみ会館館長

こころを包む
　　　～折り紙に学ぶ日本の心遣い～

女性と仕事の未来館
第1セミナー室

3/10 パク・ジョアン
・スックチャ

アパショナータ Inc.代表 働き方の変革に向けて
～ワーク・ライフ・バランスの本質とは～

女性と仕事の未来館
第1セミナー室

2/27 水野　　雄氏 旭化成株式会社
取締役 執行役員 総務部長

先輩に伺う秘書の極意 品川区立総合区民会館
「きゅりあん」

12/8 泉山　秀明 野村不動産住宅カンパニー
住宅販売部住宅販売課担当課長

プロに聴く！不動産の賢い見方と買い方 プラウドタワー東五反
「モデルルーム」

11/10 松信　章子 東京財団常務理事 「偶然力」を身につけよう
　　　〜キャリアアップを目指して〜

東京ウィメンズプラザ
第1会議室

10/30 竹内　誠 東京都江戸博物館館長
東京学芸大学名誉教授
江戸文化歴史検定協会会長

江戸のユーモア 女性と仕事の未来館
第1セミナー室

9/9 長谷川　稀世 女優 女優という人生 女性と仕事の未来館
第1セミナー室

7/24 上田　壮一 Think the Earthプロジェクト プロデューサー
クリエイティブディレクター

気候変動+2℃
～地球温暖化が
　　　　国際社会に与える影響とは～

女性と仕事の未来館
第2セミナー室

6/2 渡辺　健介 株式会社デルタスタジオ 代表取締役社長 問題解決への扉
～『世界一やさしい問題解決の授業』〜

東京ウィメンズプラザ
第1会議室

5/22 髙野　由美子 株式会社ﾐﾘｱﾙ･ﾘｿﾞｰﾄ･ﾎﾃﾙｽﾞ
代表取締役副社長

ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ流ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨの秘密
～TDL誕生から総合ﾘｿﾞｰﾄの展開～

女性と仕事の未来館
第1セミナー室

3/12 渡辺　勝敏 代表パートナー メンタルヘルス最前線
～元気に生きるための心の健康～

女性と仕事の未来館
第1セミナー室

2/7 久野　明子 社団法人日米協会　元専務理事 鹿鳴館の貴婦人
～大山捨松 日本初の女子留学生〜

女性と仕事の未来館
第1セミナー室

11/29 ニルス･プレット 株式会社ガーソン レーマン グループ
代表取締役

外国人上司が期待する秘書・ｱｼｽﾀﾝﾄの役割
～ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ環境下で効果的な
コミュニケーションを実現するには～

女性と仕事の未来館
第1セミナー室

10/29 千田　潤一 株式会社アイ・シー・シー 代表取締役 使える英語の効果的習得法
～TOEICレベル別英語トレーニング法～

東京ウィメンズプラザ
視聴覚室

2010年

2009年

2008年

2007年



年日 講　師
（敬称略）

講師プロフィール
（所属・役職は開催当時のもの）

演　題 会　場

9/12 ケビン・クローン 国際コラムニスト 日本人論
～社会心理学から探る日本の可能性〜

女性と仕事の未来館
第1セミナー室

7/31 猪口　邦子 衆議院議員、前内閣府特命担当大臣
(少子化・男女共同参画)

仕事をもつ女性として、大臣として 女性と仕事の未来館
第1セミナー室

6/12 栗原　猛 ジャーナリスト
明治大学政治経済学部 特別招聘教授

「美しい国」の行方
〜政治ジャーナリストが占う
　　　　参院選と安部政権〜

女性と仕事の未来館
第1セミナー室

5/30 阿部　秀司 株式会社ロボット 代表取締役社長
株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス
取締役事業執行役員

こだわりのある映画製作とその魅力
　〜「ALWAYS三丁目の夕日」への歩み〜

東京ウィメンズプラザ
　第1会議室

3/23 坂本　達 株式会社ミキハウス　新卒採用事業部
早稲田大学客員教員

自転車で世界一周した男の話 女性と仕事の未来館
第2セミナー室

2/2 富岡　順一 独立行政法人国際交流基金
事業開発戦略室長

トップブランド構築を支えた美への追求 女性と仕事の未来館
第1セミナー室

11/29 石井　住枝 エフェクト代表 トヨタのできる人の仕事ぶり
～なくてはならない秘書を目指す～

女性と仕事の未来館
ホール

10/25 大村　あつし ITライター ワンランク上のExcel活用術
～VBA(マクロ） ﾃｸﾆｯｸで
業務を効率化させる方法とは～

女性と仕事の未来館
第1セミナー室

9/13 太田　誠 駒沢大学硬式野球部　前監督 人間の原点は絆～監督生活35年
〜野球指導を超えて伝えたかったこと～

女性と仕事の未来館

7/25 橋本　典明 情報技術アナリスト、ジャーナリスト IT社会の光と影
～個人情報漏洩を考える～

女性と仕事の未来館

6/6 渥美　雅子 弁護士・女性の仕事と未来館館長 働くこと・生きること 女性と仕事の未来館

5/22 宮川　泰夫 NHKエグゼクティブアナウンサー であい、ふれあい、ひびきあい こともの城
研修室9階906室

2/22 中村　恵 日本UNHCR協会　事業部門シニアマネージャー UNHCR(ﾕｰｴﾇｴｲﾁｼｰｱｰﾙ)と難民支援活動
10年から

女性と仕事の未来館

11/22 山村　武彦 防災システム研究所　所長 防災オンチの日本人
〜人は皆｢自分は死なない｣と思っている～

東京ウィメンズプラザ
視聴覚室

10/28 広川　めぐみ 人気ブログ運営 外資系秘書の仕事と
ｾﾙﾌﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾂｰﾙとしてのﾌﾞﾛｸﾞ活用

女性と仕事の未来館

9/27 内藤　眞弓 ファイナンシャルプランナー 保険はこうして選びなさい
～ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰが教える生命保険、
医療保険、個人年金の仕組み～

東京ウィメンズプラザ
視聴覚室

7/5 鍵山　秀三郎 株式会社イエローハット 取締役相談役 心あるところに宝あり
～豊かに暮らしとは丁寧に暮らすこと～

東京ウィメンズプラザ
第一会議室

6/8 池田　衛 Ｏｆｆｉｃｅ　Ｓｅ－ＭＩＫ代表
イメージコンサルタント/スタイリスト

企業トップの戦略的服装術 東京ウィメンズプラザ
視聴覚室

5/24 岩本　郁子 ジュピターゴルフネットワーク
株式会社代表取締役社長

キャリアに大切なのは、自分の原動力
～仕事の達成感が楽しみに変わるとき～

東京ウィメンズプラザ
第一会議室

4/21 渡邊　隆 薬剤師、介護支援専門員、
株式会社エフケイ　調剤部部長

サプリメントを美しく使って上手に働く 東京ウィメンズプラザ
視聴覚室A,B

3/7 船川　淳志 グローバルインパクト 代表パートナー ～’伝説のＭＢＡ講師’船川淳志氏第2弾～
ビジネスの現場で活きる思考力と対人力

池田エンタープライズ
プレゼンテーションルーム

2/15 内藤　眞弓 ファイナンシャルプランナー
(有)生活設計塾クルー取締役

お金はこうして殖やしなさい
～仕事の達成感が楽しみに変わるとき～

女性と仕事の未来館
第1セミナー室

11/9 仁禮　精範 ニレコンサルティング　代表 評価主義の実態・問題点
～ 納得できる評価を得るには〜

東京ウィメンズプラザ
視聴覚室

10/28 星　久人
高森　邦彦
浅原　弥生

ソニー株式会社　秘書役兼秘書部長
コクヨ株式会社　 社長室秘書課長
NPO特定非営利活動法人日本プロフェッショナル・
キャリア・カウンセラー協会キャリア開発部長

３名の秘書管理職による プレゼンテーション
～成功するキャリアを目指して～

JFNセンタービル
３階大会議室

9/13 木村　興治 財団常人日本卓球協会
専務理事兼強化本部長
国際卓球連盟理事

スポーツを通じた国際交流 東京ウィメンズプラザ
視聴覚室

7/12 清水　彰子 ジョン・ロバート・パワーズ　スクール校長 ジョン・ロバート・パワーズ スクール校長が語る
～21世紀の新しいリーダーの顔づくり～

東京ウィメンズプラザ
視聴覚室

6/22 さらだ　たまこ 放送作家　エッセイスト 進化するパラサイト・シングルが見た
放送界四方山話

東京ウィメンズプラザ
視聴覚室

5/13 高野　登 ザ・リッツ・カールトン・ホテル・ カンパニー
日本支社　支社長

〜リッツ・カールトン・ブランドと
企業 文化を支えるプロセス～“Pride ＆ Joy”

池田エンタープライズ
プレゼンテーションルーム

4/19 浜畑　賢吉 俳優 役者語・にほん語・外来語 東京ウィメンズプラザ
視聴覚室

2006年

2005年

2004年



年日 講　師
（敬称略）

講師プロフィール
（所属・役職は開催当時のもの）

演　題 会　場

3/12 緒方　仁子 株式会社ヴェルファーレ・ エンターテイメント
代表取締役社長

六本木“ヴェルファーレ”の社長が語る
秘書から社長への転進

JFNセンタービル
３階大会議室

2/24 岡本　英信 株式会社TBS　ネットワーク局部長 アジアの大きな流れを考えよう 東京ウィメンズプラザ
第一会議室

11/21 柴田　香詠 算命学士 ～「算命学」から学ぶ ～
誰でも人生の運気を上げられる！

JFNセンタービル
３階大会議室

10/21 浜地　道雄 ビジネスコンサルタント 「衝突する文化」の時代どう対処するか？
バグダッド/ニューヨーク/東京、三都物語

東京ウィメンズプラザ
視聴覚室

9/9 船川　淳志 グローバルインパクト代表パートナー
サンダーバード日本校客員教授

コンサルタントが明かす英語力アップの 秘訣
　～この学び方では身につかない
　　　　　　　船川流 英語力強化法～

東京ウィメンズプラザ
第一会議室

7/22 辻　信一 文化人類学者
明治学院大学国際学部教員

スローライフはつながり直し 東京ウィメンズプラザ
視聴覚室

6/10 ベルナール・
サンドロン

コンテス・ジャパン株式会社
代表取締役社長
株式会社ビーシーアイエル・ジャポン
代表取締役社長

ブランド・マーケティング
～日本女性を美しくした猛烈フランス人、
ﾍﾞﾙﾅｰﾙ･ｻﾝﾄﾞﾛﾝ氏が語るﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ～

東京ウィメンズプラザ
第一会議室

5/14 野澤　正平 大木建設株式会社　顧問
元山一證券株式会社代表取締役社長

我が人生と営業
～人と人との付き合いを大切に、
そして経営の原点とは～

東京ウィメンズプラザ
視聴覚室

4/21 島　桜子 衆議院議員野田聖子事務所
政策担当秘書

｢代議士秘書｣という仕事
～野田聖子衆議院議員秘書に聞く～

東京ウィメンズプラザ
第一会議室

3/11 藤野　真紀子 ﾏｷｵﾌｰｽﾞ・ｽﾃｭｰﾃﾞｨｵ主宰 エレガントに暮らす
～ﾆｭｰﾖｰｸ･東京・ﾊﾟﾘ～

こどもの城９階
902･903･904号室

2/17 野村　滋 株式会社ﾘｸﾙｰﾄ｢アントレ｣編集長 身近なところにﾋﾞｼﾞﾈｽﾋﾝﾄはある 東京ウィメンズプラザ
第一会議室

1/28 蟹瀬　令子 ｻﾞ･ﾎﾞﾃﾞｨｼｮｯﾌﾟ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 代表取締役社長 ｷｬﾘｱUPのための自分ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
～転機の乗り切り方･ﾁｬﾝｽの活かし方～

東京ウィメンズプラザ
視聴覚室

2003年


	Table 1

