
 

講座内容 / 講師紹介
＊講座内容、講師について、一部変更することがあります。 
その都度お知らせいたしますのでご了承くださいませ。

お問い合わせ：株式会社eight 
0565-41-8871 
office@8eight8.jp

女性従業員　育成・定着支援プログラム

とよたキャリアカレッジ
2021年 6月 ～ 2022年 3月 ／ 全30講座

主催／豊田市

mailto:office@8eight8.jp


 

2021年度 年間プログラム

ご受講にあたって
❶ご登録企業にお勤めの従業員の方は、直接、好きなプログラムを選んで受講していただけます。人事で取りま
とめていただき、eightへお申し込みいただくことも可能です。

❷リアルとオンラインのどちらでも受講可能です。リアル開催は会場により定員が決まっておりますので、お申
し込み状況によってはオンラインをご案内させていただくことがあります。 
　( 8/20「LGBTをもっと理解しよう」講座はリアルのみ開催となります。ご了承ください。)
❸一部、一般の方へ公開研修として開催する講座がございます。予めご了承ください。 
 公開講座（予定）6/18,  7/16,  8/20, 9/17, 10/15, 11/19, 1/7, 2/4, 3/4

❹お申し込みは、専用のお申し込みフォームからお申し込みいただきます。登録完了後、随時ご担当者様へURL
をお送りいたしますので、従業員の方への周知をお願いいたします。

開講日 カテゴリー プログラム名 参加対象有り 会場 申込開始日

6
月

４日
inch 

自己理解 自分の強み弱みを知って仕事に生かそう キラッ☆とよた

5/14(金)

11日 自己理解 仕事における自分の価値観（キャリアアンカー）を知ろう 豊田商工会議所

18日 自己理解 自身のコミュニケーションタイプを知ってキャリアに生かそう キラッ☆とよた

25日 スキルアップ 育休復帰社員マネジメント勉強会 リーダー職・管理
者

豊田商工会議所

7
月 

2日 マインドアップ 多様なキャリアを実践者から学ぼう（複業 *1 実践者） キラッ☆とよた

9日 自己理解 自分らしいリーダーシップ 男女リーダー職 豊田商工会議所

16日 スキルアップ アドラー心理学に学ぶ職場コミュニケーションの実践 キラッ☆とよた

30日 目標設定 女性のためのキャリアデザイン -育休復帰後- 女性従業員 豊田商工会議所

8
月

6日 目標設定 キャリアモデルをつくろう① キラッ☆とよた
6/21(月)

20日 マインドアップ LGBTをもっと理解しよう キラッ☆とよた

9
月

3日 スキルアップ 短時間で働く女性たちのモチベーションを高める！ リーダー職・管理
者

キラッ☆とよた

7/20(火)10日 目標設定 キャリアモデルをつくろう② 豊田商工会議所

17日 スキルアップ 女性のためのセルフメンテナンス 女性従業員 キラッ☆とよた

10
月

8日 自己理解 自分の強み弱みを知って仕事に生かそう 豊田商工会議所

8/20(金)15日 自己理解 仕事における自分の価値観（キャリアアンカー）を知ろう キラッ☆とよた

22日 自己理解 自身のコミュニケーションタイプを知ってキャリアに生かそう キラッ☆とよた

11
月

5日 スキルアップ 男性のためのセルフメンテナンス 男性従業員 豊田商工会議所

9/20(月)
12日 スキルアップ 働き方改革進め方勉強会 リーダー職・管理

者
豊田商工会議所

19日 スキルアップ なりたい自分になるためのセルフマネジメント キラッ☆とよた

26日 マインドアップ 多様なキャリアを実践者から学ぼう（プロボノ*2 実践者） キラッ☆とよた

12
月

3日 目標設定 女性のためのキャリアデザイン -育児と管理職の両立- 女性リーダー職 キラッ☆とよた
10/20(水)

10日 目標設定 チームで向き合う、組織と個人のありたい姿 （ペア受講推奨） 従業員とその上司 キラッ☆とよた

1
月

7日 目標設定 ミドル世代のキャリアデザイン -介護・病気との両立- 女性従業員 キラッ☆とよた

11/19(金)14日 自己理解 自分らしいリーダーシップ 男女リーダー職 豊田商工会議所

21日 スキルアップ アドラー心理学に学ぶ職場コミュニケーションの実践 キラッ☆とよた

2
月

4日 スキルアップ 伝える力ープレゼン力を高めようー キラッ☆とよた

12/20(月)18日 マインドアップ 共働き夫婦のためのパートナーシップ キラッ☆とよた

25日 スキルアップ テレワーク・テレマネジメント勉強会 リーダー職・管理
者

豊田商工会議所

3
月

4日 目標設定 お金に向き合うライフプランニング キラッ☆とよた
1/20(木)

11日 目標設定 男性のための育休取得と育児両立 男性従業員 豊田商工会議所



  自分の強み弱みを知って仕事に生かそう

主な講座内容 
「自分の強みを明確にする」ことで、自分らしいキャリアビジョンを描くことができます。これま
での経験を通して「強み」と「弱み」を主観的にも客観的にも理解していくことが大切です。体系
的に整理することで、あなたの強みをこれからのキャリアにどう活かしてくかヒントを得ていただ
けます。 

講師：丹山

  [6/4]＠キラッ☆とよた 
  [10/8]@豊田商工会議所

男女問わずどなたも受講可能

 仕事における自分の価値観(キャリアアンカー)を知ろう

主な講座内容 
社会に出て働き始めたばかりのころは、仕事をこなすだけで精いっぱい。しかし、社会人としての
自覚と責任感とともに、「仕事における自分の価値観。大切にしたいもの」が芽生えてきます。こ
のセミナーを機に、今後のキャリア形成の一助として「価値観（キャリアアンカー）」を考えてみ
ましょう。実際に簡単な診断テストを実施します。 
 
講師：千葉

  [6/11]＠豊田商工会議所 
  [10/15]@キラッ☆とよた

 自身のコミュニケーションタイプを知って 
 キャリアに生かそう
主な講座内容 
ホランド理論のパーソナリティタイプ診断を活用して自己理解を深めていきます。パーソナリティ
タイプを知ることで自身がどんなコミュニケーションが得意なのか、職場の仲間、上司、お客様が
どんなコミュニケーションタイプなのかなどを知り、ケーススタディを通して楽しく実践的に学ん
でいきます。 

講師：鬼木

  [6/18]@キラッ☆とよた 
［10/22]@キラッ☆とよた

 多様なキャリアを実践者から学ぼう(複業実践者)

主な講座内容 
ゲストに2人の複業実践者（平日会社員、週末cafe経営）をお招きして、パネルディスカッション方
式で進めていきます。複業をやることで本業への良い影響があったというお2人。本業とのバラン
ス、お金のこと、家族とのこと、今後のキャリアについて、気になることを色々とお聞きします。
週休3日制導入や副業解禁企業の増加など、世の中が変わっていく中自身の今後の働き方のヒントに
してください。 
講師：鬼木・ゲスト

 [7/2]＠キラッ☆とよた



  アドラー心理学に学ぶ職場コミュニケーションの実践

主な講座内容 
心理学というと小難しい印象をお持ちになる方もいらっしゃいますが、「アドラー心理学」は仕事
や日常生活をより充実させることを目的とした実践の心理学です。初めて聞く方にも楽しく、安心
して参加できるよう、「アドラー心理学」ってどんなもの？という基本的な「アドラー心理学」の
要素を押さえつつ、コミュニケーションには「勇気」が必要ということをわかりやすくお伝えしま
す。実際に職場ですぐに実践できるような内容です。 

講師：一尾

 [7/16]@キラッ☆とよた  
 [1/21]@キラッ☆とよた  

男女問わずどなたも受講可能

 キャリアモデルをつくろう①②  ①[8/6]@キラッ☆とよた 
 ②[9/10]@豊田商工会議所 

 LGBTをもっと理解しよう  [8/20]@キラッ☆とよた  
　※オンライン受講不可

 なりたい自分になるためのセルフマネジメント  [11/19]@キラッ☆とよた

主な講座内容 
終身雇用なき人生100年時代に突入し、キャリアはシンプルな単線ではなくなりました。 
社内外のあらゆる仕事やプロジェクトに相乗効果を効かせながら、会社員や親という役割を終えて
からも豊かな人生を築いていけるよう今から準備をしていくことが重要です。人生のビジネスモデ
ルである「キャリアモデル」を作成することは、その準備として有効な取り組みです。2回シリーズ
で開講します。セットで受講ください。参考:https://careermodel.jp 
 
講師：足立

主な講座内容 
本当に大切なのは、性別や国籍、身体的特徴などではなく、人格や人柄である。 
LGBT当事者や家族について学ぶことで、職場にいる当事者だけでなくLGBT以外のマイノリティに
ついて学ぶことにもつながり、ダイバーシティへの意識を高めていくことができます。LGBTの基礎
知識を持つとともに、LGBT理解を自分ごととして捉えていただく、貴重で実践的な内容です。 

講師：NPO法人ASTA

主な講座内容 
自己実現のためには、「自分がどうしたいか」だけではなく、「自分の目標達成のためにはどうす
るべきか」「どんな行動をとるべきか」を考える事が大切です。本講座ではセルフマネジメントの
レベルをアップさせるための方法についてご紹介します。 
 
講師：安藤



 

男女問わずどなたも受講可能

 多様なキャリアを実践者から学ぼう (プロボノ実践者）  [11/26]@キラッ☆とよた

 伝える力ープレゼン力を高めようー  [2/4]@キラッ☆とよた

 共働き夫婦のためのパートナーシップ   [2/18]@キラッ☆とよた

 お金に向き合うライフプランニング   [3/4]@キラッ☆とよた

主な講座内容 
プロボノとは、仕事で得た専門スキルや経験だけでなく、これまでの人生経験全て（幼少期から今
までの遊び、学び、勤めで蓄積されたキャリア資産）を活かして、NPOや中小企業などを支援する
ボランティア。今回、ゲストにとよたプロボノシナジープロジェクトに参加した社会人をお招きし
て、実体験をお聞きします。社外に出て視野を広げ自身の成長につなげたい、そんな方におすすめ
の講座です。 
講師：鬼木・ゲスト

主な講座内容 
マスク生活だからこそ、表情、声の大切さを痛感する方も多いかと思います。 
講座では、美しいのびやかな声作り、体・口・舌の体操の他、「コミュニケーションの大切な要素」
や「伝わる文章」についても考えていきます。気持ちの良いコミュニケーションを一緒に練習しま
しょう。 

講師：村瀬

主な講座内容 
パートナーと共に働くことが世の中の当たり前になりつつあるのに、依然として変化が見えづらい
男女の役割に対する考え方。お互い協力したいのに、どうしたらいいのか、距離が近いが故、答え
が出ないのかもしれません。一番小さく大切なチームを作り上げていくために、パートナーシップ
について考えてみましょう。 

講師：千葉

主な講座内容 
人生100年時代を生きる上でのマネープランは、セカンドライフをどう過ごすかを考えることが重
要とも言えます。しかし、現役時代の今を過ごすことに一所懸命で、心配ながらもセカンドライフ
のことまでじっくり考える余裕がない方もいらっしゃるのではないでしょうか。人生に必要なお金
を確認しながら、限られたお金を上手に活かすライフプランの考え方をお話します。マネーの準備
をする前に、まずはマネーの基礎知識を身につけることから始めませんか。 
講師：小澤



 

女性従業員向け

 女性のためのキャリアデザイン -育休復帰後-

主な講座内容

育休からの復職社員が家事・育児との両立に関する不安や悩みを軽減し、マミートラックに陥らな
いようキャリア形成意識を高めるための講座です。両立やキャリアについての考え方やノウハウを
学び、自分にとってより良い働き方や今後の成長について考えていきます。 

講師：安藤

  [7/30]@豊田商工会議所

 女性のためのセルフメンテナンス

主な講座内容 
特に出産を経験した女性は、身体や心に様々な不調を抱えて過ごしている方が多くいます。身体の
変化を学び、働く大人の女性特有の身体のトラブル（むくみ、冷え、腰痛、肩こり、プチ更年期）
を改善する呼吸法や、オフィスの椅子に座りながらでもできるエクササイズ、また日頃自身で整え
られる方法をレクチャーします。出産経験あるなしに関わらず、女性にとってホルモンバランスを
整えることにも繋がり効果的です。 
講師：塩見

  [9/17]@キラッ☆とよた

 女性のためのキャリアデザイン -育児と管理職の両立-   [12/3]@キラッ☆とよた

 ミドル世代のキャリアデザイン -介護・病気との両立-

主な講座内容 
子育てと違い、ある日突然起こるのが介護・病気。特に、自分の人生の後半を考え始めるミドル世
代にとって、介護・病気による環境の変化は大きなライフイベントといえます。その時に、慌てた
り、一人で抱え込まないよう、今から少しずつ準備をしましょう。大切にしたい価値観などから考
えるきっかけとなる講座です。 

講師：千葉

  [1/7]@キラッ☆とよた

主な講座内容　※女性リーダー職向け 
職場でも家庭でも、大きな期待を背負う管理職ワーキングママに向けて、長期的なキャリア構築、
両立を実現するノウハウ、不安を解消するために身に付けておくべきことのヒントを見つけるワー
クショップ。まだ数少ない管理職ワーキングマザーの繋がる場です。 

講師：安藤



 

男性従業員向け

 男性のためのセルフメンテナンス   [11/5]@豊田商工会議所

主な講座内容 
仕事と家庭で忙しいビジネスマンの為の自宅でもできるコンディショニング、お腹周りの引き締
め、運動不足解消の為のストレッチをお教えします。時間の許す限り、腰痛改善、生活習慣につい
ての悩みなどご相談にもお答えしていきます。 

講師：内田

 男性のための育休取得と育児両立   [3/11]@豊田商工会議所

主な講座内容 
昨今、男性の育児参画が当たり前となる中で、企業も男性育休を取得し従業員のワークライフバラ
ンスを推進しています。しかしながら、実際の取得となるとモデルケースも少なく制度はあれど主
徳のハードルが高い状況です。実際に育児休暇を取得した男性社員の取得前後の実体験などを交な
がら、これから取得を考えている方にヒントを得ていただきます。 

講師：鬼木



  育休復帰社員マネジメント勉強会

主な講座内容 
育休復帰社員は女性が多く（育休取得者の9割が女性）、復帰後も時短勤務や、仕事へのアクセル
を全開にできずにマミートラック（出産した女性が、負荷の高い仕事を任されず、キャリアアップ
が望めない状態になること）に陥ることが課題となっています。女性管理者が増えない理由の１つ
です。どのようなコミュニケーション、マネジメントが求められるか、ケーススタディを通して実
践的な学びを得ていただきます。 
講師：鬼木

  [6/25]＠豊田商工会議所

経営者・管理者・人事・リーダー職向け

 自分らしいリーダーシップ

主な講座内容 
リーダーと聞くと、仲間や部下を先頭に立って引っ張っていかなくてはならないというイメージが
あるかもしれません。そうしたリーダー像を見ていると、自分には無理となりがちです。でも実は
リーダーシップには「こうでなければならない」という正解はありません。どんなチームにしてい
きたいか、自分はどんな役割をになっていけるか。自分らしさを発揮するリーダーシップを他の参
加者と一緒に考えませんか。 
講師：鬼木・ゲスト

  [7/9]＠豊田商工会議所 
  [1/14]@豊田商工会議所

 短時間で働く女性たちのモチベーションを高める！

主な講座内容 
育児両立などのために短時間勤務で働く女性社員が増えてきました。短時間だから責任のある仕事
は頼めないのでは？と配慮しすぎてモチベーションを下げてしまったり、短時間勤務からフルタイ
ム勤務への切り替えがうまくいかないなど、現場の管理職の方たちはマネジメントに苦労するケー
スも増えてきました。短時間で集中して成果を出す彼女たちのモチベーションを高めていくため、
理解を深めマネジメントのヒントを得ていただきます。 
講師：鬼木

　[9/3]@キラッ☆とよた

 働き方改革進め方勉強会

主な講座内容 
働き方改革関連法案が次々と施行され、大手企業だけでなく中小企業も様々な取り組みが進んで、
豊田市働き方改革推進アドバイザー派遣制度などもご活用いただいている企業様も増えています。 
今後、どのような取り組みが成果につながりやすいのか、失敗事例も含めてゲスト企業の取り組み
を学び、実践に活かしていただきます。 

講師：鬼木・ゲスト

 [11/12]＠豊田商工会議所



  チームで向き合う、組織と個人のありたい姿

主な講座内容　※従業員とその上司のペア受講推奨 
組織の目指す方向と、自身のありたい姿が一致しているとモチベーションは高まります。普段から
組織やチームで共有できているのが理想ですが、日々の忙しさに対話の機会が少ないのが現状で
す。このセミナーでは、経営者や管理者の方がメンバーと一緒に参加することで、相互理解が深ま
る機会を提供します。最近しっかり話せてないな、そんな管理者の方にぜひご参加いただきたいで
す。 
講師：鬼木

 [12/10]＠キラッ☆とよた

 テレワーク・テレマネジメント勉強会

主な内容 
コロナ禍の影響で、テレワーク、あるいはリモートワークともいわれる、会社と離れたところで仕
事をする働き方が普及するに伴い、どうマネジメントしていくかが今課題となっています。「テレ
ハラ（テレワークハラスメント）」という言葉も生まれるなど、困惑することも。約10年前から在
宅勤務を導入しているサイボウズの社員の方をゲストにお招きし、実態を知ってどう対策していく
か意見交換、情報交換をし、現場に活かせるヒントを得ていただきます。 
講師：鬼木・ゲスト

  [2/25]@豊田商工会議所

経営者・管理者・人事・リーダー職向け



 
【所属・資格】株式会社eight 代表取締役/ 一般社団法人セカンドライフネットワー
ク理事/一般社団法人ママライフデザイン研究所理事/キャリアモデル 開発センター
豊田センター長/2級キャリアコンサルティング技能士/豊田市働き方改革推進アドバ
イザー 
【略　歴など】リクルートにて人材採用・育成部門で営業・人事を経験した頃から
一貫して「女性のキャリア」に取り組んできた。自身も３姉妹の母をしながら、夫の
転勤転職による移住も経験しながら人生100年時代を豊かに生きるべく奔走中。 
https://8eight8.jp

鬼木利瑛（Rie Oniki）

講師紹介

【所属・資格】国家資格キャリアコンサルタント/ 
                        豊田市働き方改革推進アドバイザー 

【略　歴など】大手自動車メーカーに入社し、広報部門に約20年在籍。広報、カス
タマーサポート業務の他、スタッフ教育、プロジェクト業務などを担当。 出産を機
に退職をし、専業主婦となる。母親という役割を持ったことで、女性のキャリアに
ついて関心が高まる。働く女性に寄り添うキャリアコンサルタントして主にキャリコ
ンサルティングやセミナー講師をしながら、リモートワーカーとして支援業務も請け
負う。 好き、得意なことを仕事に活かして複業を実践している。 

丹山珠美（Tamami Niyama）

【所属・資格】フィットネスインストラクター/ココカラstudioN.代表 
  
【略　歴など】豊田市を中心に、公共施設やスポーツクラブ、サークルなどで赤ちゃ
んから大人までフィットネスインストラクターとして幅広く指導。（エアロビクスボ
クシングフィットネス、Zumba 、ピラティス、パワーヨガ 他） 
また企業健康指導、市内の子育て支援事業、サークル支援にも従事し、指導者として
母として、1人の女性として、様々な視点から健康のアドバイスをしている。 
自宅でも取り組めるオンラインレッスンもスタート。

塩見奈津子（Natsuko Shiomi）

【所属・資格】国家資格キャリアコンサルタント/筆もじ屋sou代表 
                         
【略　歴など】新卒で大手電機メーカーに就職。営業企画を担当し、結婚後退職。
その後、パート、派遣社員、契約社員、正社員など様々な働き方と職種を経験。出
産後は㈱eightの創業時より、女性の起業支援業務を担当しながら、筆もじ講師とし
て起業。現在は国家資格キャリアコンサルタントとしても豊かなキャリア形成の支
援をしている。 

千葉真由美（Mayumi Chiba）

https://8eight8.jp


 

主に学校現場をメインに、セクシュアルマイノリティの子どもを持つ保護者や友人、
当事者がチームとなり、「ＬＧＢＴ出張授業」を行っている。年間70～80ヶ所を訪
問し、愛知県、岐阜県を中心に活動をしている。 

https://asta.themedia.jp

特定非営利活動法人ASTA（アスタ）

講師紹介

【所属・資格】NSCA認定パーソナルトレーナー/健康運動実践指導者/ 
                        株式会社エスホープス　代表取締役 
【略　歴など】大卒後一般企業に就職するも、中学生の時からの夢・トレーナーを
諦めきれず、25歳のときトレーナーを目指し豊田市内の接骨院とスポーツジムの複合
施設で修行しトレーナーデビュー。32歳で「パーソナルストレッチ&トレーニング
サービスS.HOPES」を開業。2021年に法人化。主なクライアントは地域企業、生活
の質向上を目指す高齢者、身体の不調を抱える方に対しての運動療法、東京オリン
ピック代表選手、候補選手、聖火ランナー、実業団スポーツ選手、ジュニアアスリー
ト等幅広く、パーソナルジム運営・運動指導の他トレーナー養成なども行う。 

【所属・資格】北米アドラー心理学会認定ポジティブディシプリン・エデュケーター 
/一尾塾塾長/瀬戸市教育アクションプラン推進会議委員/地域立学校瀬戸ツクルス
クール運営責任者/アクティブブレイン認定講師 
 
【略　歴など】関西外国語大学卒業後、流通業で販売職、外資系医療機器メーカー
で営業職、教育支援業で、企画、運営、経営企画、人事を経験し、2009年に教育支
援業で独立起業。お客様に信頼していただき、10年先まで予約が入る塾となってい
る。http://www.ichiojuku.com

一尾茂疋（Shigehiko Ichio）

【所属・資格】FPオフィス小澤代表/NPO法人あいち空き家修活相談センター監事/
一般社団法人セカンドライフネットワーク理事/ファイナンシャル・プランナー
(AFP/2級ファイナンシャル・プランニング技能士)/宅地建物取引士/相続診断士/空
き家課題トータルコンサルタント)      
 【略　歴など】建築・不動産業に約15年従事しながら、様々な資格を取得。出産を
機に退職するも、住宅営業時に心残りであったお客様にベストな住宅ローンの提供
をすべく、ファイナンシャル・プランナーとしての起業を決意。全くの想定外で
あった個人事業主となる。現在ではマイホーム取得のサポート、子どもの金銭教
育、修(終)活を中心に活動している。https://fp-ozawa.com/

内田直希（Naoki Uchida）

小澤智恵（Tomoe Ozawa）

http://www.ichiojuku.com
https://fp-ozawa.com/


講師紹介

【所属・資格】フリーアナウンサー/話し方講師/愛知淑徳大学非常勤講師/『子ど
も話し方教室』主宰 

【略　歴など】元メーテレアナウンサー、テレビ、ラジオニュース、ナレーション、
インタビュー、司会、アナウンススクール講師など、長年のアナウンサー経験を生
かし、子供から大人まで一人一人にあった話し方を見つけるアドバイスをしてい
る。https://hmurase.jimdofree.com/

【所属・資格】国家資格キャリアコンサルタント/ 
                       トヨタ自動車内キャリアサポーター 

【略　歴など】現在トヨタ自動車(株)秘書部にて会社方針・役員会議などのチームリー
ダーを担当。兼業で人生100年時代、輝き続けるミドル社員を応援したいと、社内で
キャリア研修を実施。一人ひとりが組織の中で、自分らしいキャリアを築いていく
ための支援活動をしている。

安藤めぐみ(Megumi Ando)

村瀬寛美（Hiromi Murase）

【所属・資格】一般社団法人ぶんぱっぱ代表理事/株式会社eightコンサルティング
営業/キャリアモデル開発士/日本語教師 
 
【略　歴など】不動産デベロッパーで営業、JICA海外協力隊としてバングラデシュ
派遣、文科省指定SGH(スーパーグローバルハイスクール)校にて企画運営を経験。
「誰もが人生の選択肢を増やし、自ら選択できる社会をつくる」ために自身もキャ
リアモデルを開発中。外国にルーツを持つ親子向け日本語クラスを運営したり、
キャリアに関わる研修を提案実施している。家では２歳と４歳の子どもと共に、賑
やかな日々を過ごしている。

足立詠子（Eiko Adachi）


