全国産業人能力開発団体連合会
年

平成元年

日付

過去の主なイベント一覧（セミナー、表彰式）
イベント名

12月1日 第１回 能力開発講演会

3月17日

キャリアライセンスフォーラ
ム

平成2年
10月5日 能力開発フェアAble'90

3月20日 能力開発カレッジ 第1回
6月7日

能力開発カレッジ 第2回

7月25日 能力開発カレッジ 第3回

平成3年
10月29日 能力開発フォーラム'91

タイトル
講演者（敬称略・所属等は当時）
生涯能力開発の推進に向けて－職業能力開 下矢雅美（労働省職業能力開発局能力開発課

会場

発関係助成制度について
長補佐）
９０年代の人材育成の課題－高学歴化・国
小池和男（法政大学経営学部教授）
際化時代の人材開発
大矢息生（国士舘大学法学部教授）、加藤實
資格の見方取り方活かし方
（経営評論家）
創造的に生きる知恵と発想
木村治美（エッセイスト）

プレスセンター

学校教育の荒廃を憂う

小室直樹（評論家）

資格の効果的な活用と取得方法

加藤實（経営コンサルタント）

記念講演

森瑶子（作家）

ホール

東京銀座ガス
ホール

日本橋プラザ

優良講座優秀者表彰式 第1回
これからの教材開発を発展させる著作権の

豊田きいち（評論家）
東京法経学院
とらえ方、活かし方
広告メディアとしての新聞広告の現在を考 権田萬治（専修大学講師）・平岩貴司（中日
東京法経学院
える
新聞東京本社広告局企画調査次長）
これからの教材開発を発展させる著作権の
豊田きいち（評論家）
東京法経学院
とらえ方、活かし方Ⅱ
新しい知の時代
渡部昇一（上智大学教授）
天谷正（帝京技術科学大学教授）、小林一勝
キャリアマネジメントの今日的意義とその
（東芝）、高橋磐（博報堂）、坂井俊雄（第
活用
一勧銀）、
奥谷禮子（ザ・アール）、長岡貞夫（日本イ 中野サンプラザ
働く、学ぶ・・・ライフアップのためのイ ンテリアデザイナー協会）、永田清（三菱総
キイキ資格

研）、小杉礼子（日本労働研究機構）、橋本
洋子（消費生活アドバイザー）

11月27日 能力開発カレッジ 第4回
2月21日 能力開発カレッジ 第5回
7月24日 能力開発カレッジ 第6回

優良講座優秀者表彰式 第2回
労働省第5次能力開発基本計画の概要と能
力開発情報システムADDSの視察研修会

明（中央職業能力開発協会
事務所
浜照彦（日本プリンティングアカデミー主任
印刷技術の基礎知識
東京法経学院
教授）
マンガの活用による教材・マニュアル作り 岡崎充（トレンド・プロ代表取締役）
日本マンパワー
戦国武将に見る人材戦略

平成4年
10月27日 能力開発フォーラム'92

杉浦信平（労働省職業能力開発局）、戸田孝 東京都中央労政

企業変身のマネジメントとリーダーシップ

津本陽（作家）
梶原豊（高千穂商科大学教授）、江川朗（総
合経営研究所所長）、笹沼正典（住友海上火
災保険能力開発チームリーダー）、関口房朗

サンケイ会館

（メイテック代表取締役社長）
優良講座優秀者表彰式 第3回
3月25日 能力開発カレッジ 第7回

ビジネスキャリア制度の研究
これからの日本と世界

平成5年

10月25日 能力開発フォーラム'93

ポスト終身雇用時代の人材育成戦略

梶原豊（高千穂商科大学教授）、松田雄一
（中央職業能力開発協会）
石原慎太郎（衆議院議員）
木村周（筑波大学教授）、梅島みよ（日本マ
ネジメントサービスセンター会長）、戸川宏
一（日本モトローラ人材開発部長）、松村秀

国立教育会館

東商ホール

雄（伊藤忠商事専務取締役）
11月15日 能力開発カレッジ 第8回
4月21日 能力開発カレッジ 第9回

優良講座優秀者表彰式 第4回
ビジネスキャリア制度の研究 実践的活用法
と申請手続学習会
ビジネスキャリア制度情報交換会

久米孝志（中央職業能力開発協会）
久米孝志（中央職業能力開発協会）
青木武一（杏林大学客員教授）、江頭年男

東京都中央労政
事務所
スクワール麹町

組織から個の時代へ－ビジネスマンの自立 （日通工代表取締役社長）、小井土有治（日
平成6年

10月20日 能力開発フォーラム'94

と評価

本経済新聞社論説委員）、松本康男（三和総

組織と個のあり方を問う

研主任研究員）
広岡達朗（野球解説者）

JAホール

優良講座優秀者表彰式 第5回
旅で発見する自分

平成7年

10月19日 能力開発フォーラム'95

会社人から社会人へ－社会との豊かな関わ
りを考える

中村敦夫（俳優・作家）
渡邊一雄（三菱電機参与）、青木利元（明治
生命保険社会公共活動推進室長）、柴田頼子
（フリーライター）、松永真理（とらばーゆ 全電通ホール
統括編集長）、瀬沼克彰（宇都宮大学生涯学
習教育センター副センター長）

優良講座優秀者表彰式 第6回

全国産業人能力開発団体連合会
年

日付

過去の主なイベント一覧（セミナー、表彰式）
イベント名

3月14日 能力開発カレッジ 第10回
9月5日

能力開発カレッジ 第11回

9月30日 能力開発カレッジ 第12回

タイトル
各種助成金について
DTP基礎講座＆WORLD PC EXPO'96見学
会
消費税変更に関する勉強会
日本経済の歴史的転換

平成8年
能力主義と自己啓発の進め方
11月5日 能力開発フォーラム'96
情報の共有化がもたらす経営革新と自己啓
発

講演者（敬称略・所属等は当時）
早坂政美（労働省職業能力開発局民間訓練促

日本マンパワー
進室生涯訓練係）
主森武（ワークスコーポレーション代表取締 財団法人海外職
役）
業訓練協会
中村茂幸（東京国税局課税第2部消費税課消
日本マンパワー
費税第一係長）
中谷巌（一橋大学教授）
井戸和男（天理大学人間学部教授）、落合亨
（日本ペプシコーラ社人事総務部長）、牧田
和久（ベネッセコーポレーション人財組織部 アルカディア
市ヶ谷
人事課長）
上村孝樹（日経情報ストラテジー編集長）、
鶴ひみこ（レンタルのニッケン代表取締役社

長）、初鹿彰信（富士ゼロックス常務取締
米国における情報技術を活用した教育の現 宮沢修二（アイテック副社長）

平成9年

11月29日 能力開発カレッジ 第13回
JADフェスティバル（優良講座
2月15日
優良講座優秀者表彰式 第7回
者優秀修了者表彰式）
6月26日 能力開発カレッジ 第14回
ホームページ開設準備勉強会
下川和男（イースト取締役営業部長）
衛星データ放送による遠隔学習の方法とデ 蓮池曜（スペースインク代表取締役社長）、
9月11日 能力開発カレッジ 第15回
モンストレーション
川崎章弘（アコム経済研究所主任研究員）
新将命（国際ビジネスブレイン代表取締役社
"大変の時代"にwinnerになる条件
長）
木下雅也（リクルート「仕事の教室」編集
長）、天谷正（青森大学副学長）、矢野尚義

11月11日 能力開発フォーラム'97
パネルディスカッション

会場

（旭化成工業人事部人材開発室長）、今野能

全産能連
銀座ガスホール
日本マンパワー
アビリティガー
デン

アルカディア
市ヶ谷

志（モービル石油人事企画部シニアトレーニ
ングコーディネーター）
2月28日 優良講座者優秀修了者表彰式
平成10年

上方落語国の住人
10月22日 能力開発フォーラム'98

学ぶこと、楽しむこと、目指すこと

2月13日 優良講座者優秀修了者表彰式

優良講座優秀者表彰式 第9回

4月14日 能力開発カレッジ 第16回

全産能連の10年と21世紀に向けて

4月21日 能力開発カレッジ 第17回

平成11年

優良講座優秀者表彰式 第8回

6月8日

能力開発カレッジ 第18回

9月17日 能力開発カレッジ 第19回

CSデジタル放送活用による講座運用とマー
ケティング
CSデジタル放送導入説明会
デジタルコンテンツの作り方
変わらざる日本変わる日本

11月9日 能力開発フォーラム'99
家庭人から社会人へ
12月9日 能力開発カレッジ 第20回
平成12年

3月4日

優良講座者優秀修了者表彰式

1月30日 能力開発カレッジ 第21回
3月3日

優良講座者優秀修了者表彰式

Webを活かしたビジネス展開の仕方

東邦生命ホール
桂春駒（落語家）
筑紫哲也（TBSニュース23

ニュースキャス ヤクルトホール

ター）
安田生命ホール
小野憲（全産能連会長）、本郷健爾（全産能
連顧問）、田中秀穂（青森大学教授）
深田哲央（ユニバーサルコンサーン取締
役）、高森仁志（シャープエレクトロニクス

育事業部教育メディアエキスパート）
ス
ジョージ・フィールズ（国際ビジネスコンサ
ルタント）
千代田区公会堂
高柳静江（母親心理学訓練講座主宰）、桂春
駒（落語家）
田中直（リクルートISIZE局マネージャー） 日本マンパワー

土田 文利（ワイズシステム開発室長）

優良講座優秀者表彰式 第11回

平成13年

平成14年

3月22日 能力開発カレッジ 第22回

消費者契約法説明会

10月1日 能力開発カレッジ 第23回

ユーザーの顔を知るマーケティング

1月29日 能力開発カレッジ 第24回

個人情報保護とプライバシーマーク

3月16日 優良講座者優秀修了者表彰式

優良講座優秀者表彰式 第12回

長谷川博章（内閣府国民生活消費者企画課）

安田生命ホール
週刊住宅新聞社
サクシード
アルカディア
市ヶ谷
日本私立学校振

興・共催事業団
佐々木健（リクルート「ケイコとマナブ」編 日本私立学校振

2月22日 優良講座者優秀修了者表彰式

優良講座優秀者表彰式 第13回

集長）
興･共済事業団
関本貢（日本情報処理開発協会プライバシー
大原簿記学校
マーク事務局長）
中野サンプラザ
日本私立学校振
海老根智仁（オプト代表取締役社長）
興・共催事業団
中野サンプラザ

3月26日 能力開発カレッジ 第26回

教育システムの評価

浅井宗海（情報処理開発協会主任研究員）

12月10日 能力開発カレッジ 第25回
平成15年

シャープ市ヶ谷

ビル
マーケティング営業担当部長）
深田哲央（ユニバーサルコンサーン取締役） 全産能連
金子一久（日本電気株式会社C&Cシステム教 トランスコスモ

優良講座優秀者表彰式 第10回
DTP・WEB・WBTの統合化

日本マンパワー

ネットマーケティングの事例研究

大原簿記学校

全国産業人能力開発団体連合会
年

平成16年

日付

過去の主なイベント一覧（セミナー、表彰式）
イベント名

講演者（敬称略・所属等は当時）
久保隆治（経済産業省商務情報政策局サービ

1月28日 能力開発カレッジ 第27回

特定商取引法について

2月21日 優良講座者優秀修了者表彰式

優良講座優秀者表彰式 第14回
若年者就職基礎能力支援事業（YES-

3月4日

能力開発フォーラム

5月25日 能力開発フォーラム

平成17年

タイトル

2月3日

能力開発カレッジ 第28回

ス産業生涯学習振興課 課長補佐）

program）説明会
若年者就職基礎能力支援事業（YESprogram）説明会第2弾

大原簿記学校
中野サンプラザ

高﨑真一（厚生労働省能力評価課長）
山本浩司（厚生労働省能力評価課）、吉田博
行（中央職業能力開発協会）
萩原栄幸（ネット情報セキュリティ研究所

個人情報保護とセキュリティ

会場

技術部長）

大原簿記学校
大原簿記学校
大原簿記学校

2月26日 優良講座者優秀修了者表彰式

優良講座優秀者表彰式 第15回

中野サンプラザ

平成18年

2月25日 優良講座者優秀修了者表彰式

優良講座優秀者表彰式 第16回

中野サンプラザ

平成19年

3月17日 優良講座者優秀修了者表彰式

優良講座優秀者表彰式 第17回

中野サンプラザ

平成20年

3月22日 優良講座者優秀修了者表彰式

優良講座優秀者表彰式 第18回
教育ビジネスの分野におけるWeb講座（e

中野サンプラザ

7月9日

能力開発カレッジ 第29回

－ラーニング）の最近の動向と低価格講義 信誠商事、ナレッジサーブ
ライブ収録システムのご紹介

平成20年

クリエイティブ経済と都市間競争の時代
11月13日 創立20周年記念シンポジウム
クリエイティブ時代の人材育成

町田ひろ子アカ
デミー

井口典夫（青山学院大学総合文化政策学部教
授）
高島郁夫（バルス代表取締役社長）、眞木準 日経ホール
（コピーライター）、田中里沙（宣伝会議編
集室長）、井口典夫

平成21年

3月28日 優良講座者優秀修了者表彰式

優良講座優秀者表彰式 第19回

中野サンプラザ

3月13日 優良講座者優秀修了者表彰式

優良講座優秀者表彰式 第20回

中野サンプラザ
佐藤一秀（アサツーデーケイR&Dセンター生

86世代世代のキモチを掴むには？～そのコ 活者研究局局長兼上席研究員）、鈴木春香
平成22年

9月16日 能力開発カレッジ 第30回

ミュニケ－ションのヒントを探る～

局）
高森洋志（厚生労働省 職業能力開発局実習

ジョブ・カード制度について
1月18日 能力開発カレッジ 第31回
平成23年

2月26日 優良講座者優秀修了者表彰式
10月4日 能力開発カレッジ 第32回

1月17日 能力開発カレッジ 第33回

企業のｉPａｄの活用例にみる学びマー

浅野健（リクルート学び開発室室長）
ケットにおける今後の活用イメージを探る
優良講座優秀者表彰式 第21回
進化するSNSの現状と教育関連業界におけ 大森和悦（ミクシィー メディアビジネス推
る活用の可能性
進室マネージャー）
学習サービス規格ISO29990の概要とその 宮澤賀津雄（ISO/TC232国内審議委員会委
ポイント

中野サンプラザ
中野サンプラザ
ニチイ学館

員長）
中野サンプラザ
中村公美（一般社団法人人材育成と教育サー
ビス協議会）

優良講座優秀者表彰式 第22回

芝パークホテル
増田崇之（株式会社GABA代表取締役社

平成24年
7月6日

能力開発カレッジ 第34回

10月9日 能力開発カレッジ 第35回

1月22日 能力開発カレッジ 第36回
2月9日
5月26日

平成25年

ニチイ学館

併用訓練推進室長）

ISO29990：2010の規格概要と考え方
2月25日 優良講座者優秀修了者表彰式

（アサツーデーケイR&Dセンター生活者研究

7月5日

優良講座者優秀修了者表彰式
民間教育サービスを考える会
第1回

能力開発カレッジ 第37回

10月10日 能力開発カレッジ 第38回

11月21日

企業研修の“質”を見極める～学習サービス 長）、永倉正洋（人材育成と教育サービス協 東京国際フォー
規格「ISO29990」の発行を踏まえて～

サービス産業が海外で成功する3つの理由
－企業事例から学ぶ－

議会理事）、小出由三（ヒューマンキャピタ ラム
ルOnline編集長）
北川浩伸（日本貿易振興機構サービス産業課
長）、江上節義（海外職業訓練協会理事）、 スクワール麹町

町田ひろ子（町田ひろ子アカデミー校長）
厚生労働省ガイドラインの内容と活用方法 松本和重（職業能力開発総合大学校能力開発

中野サンプラザ
について
専門学科助教）
優良講座優秀者表彰式 第23回
中野サンプラザ
民間教育サービスの海外展開を探る～海外 佐藤和俊（アークアカデミー取締役営業本部
ＫＭ駿河台ビル
展開に向けた教育サービスの各種取組～
長）
内田敏之（厚生労働省職業能力開発局総務課
人材育成品質の未来を探る～厚生労働省ガ
イドラインから学ぶ～

グ手法～ゆとり世代のインサイト～
経営コンサルタントが語る

第2回

マー

ビジネス進出体験談

合大学校助教）、坂口敦（JAD事務局次
長）、小出由三（ヒューマンキャピタル

教育事業者に向けた若者攻略マーケティン

民間教育サービスを考える会

基盤整備室長）、松本和重（職業能力開発総

タイ・ミャン

東京国際フォー
ラム

Online編集長）
藤本耕平（アサツーディ・ケイ ストラテ
ジック・プランニング本部 シニア・プラン

ニチイ学館

ナー）
七田亘（七田総合研究所代表）

ニチイ学館

全国産業人能力開発団体連合会
年

日付

過去の主なイベント一覧（セミナー、表彰式）
イベント名

1月22日 能力開発カレッジ 第39回
2月15日 優良講座者優秀修了者表彰式
民間教育サービスを考える会
2月20日
第6回
民間教育サービスを考える会
2月24日
第3回

タイトル
講演者（敬称略・所属等は当時）
人気脚本家が語る「成功するキャリアの作 坂口理子（脚本家）、野々垣みどり（キャリ
り方」
アカウンセラー）
優良講座優秀者表彰式 第24回
職場におけるメンタルヘルスケアの基本～
吉田彩衣子（Sol La Chick代表取締役）
男女で異なるアプローチの違いを理解する
eラーニング最先端の活用事例研究～デジ
栗谷幸助（デジタルハリウッド大学准教授）
タルハリウッドのハイブリッド型学習とは
永瀬聡子（厚生労働省職業能力開発局育成支
女性の学び・自己啓発を支援するには～学 援課企業内能力開発分析官）、菊地昇（ユー

平成26年

7月17日 能力開発カレッジ 第40回

習・職場・施策の３つの観点から理解する キャン執行役員）、遠藤みち子（ニチイ学館
～

教育事業統括本部長代理）、小出由三

会場
中野サンプラザ
中野サンプラザ
ＮＯＦ駿河台プ
ラザビル
デジタルハリ
ウッド東京本校

東京国際フォー
ラム

（ヒューマンキャピタルOnline編集長）
9月26日

民間教育サービスを考える会
第4回

10月21日 能力開発カレッジ 第41回

11月26日

民間教育サービスを考える会
第5回

1月20日 能力開発カレッジ 第42回
2月28日 優良講座者優秀修了者表彰式
7月16日 能力開発カレッジ 第43回
平成27年
9月9日
10月7日

民間教育サービスを考える会
第7回
マーケティング担当者ミー
ティング 第１回

11月6日 能力開発カレッジ 第44回

1月19日 能力開発カレッジ 第45回

1月25日

民間教育サービスを考える会
第8回

平成28年
2月27日 優良講座者優秀修了者表彰式
民間教育サービスを考える会
3月25日
第9回
6月9日

能力開発カレッジ 第46回

これからの能力評価のあり方を考える～
「業界検定」の整備などの新たな課題に対

伊藤正史（厚生労働省職業能力開発局能力評 ＮＯＦ駿河台プ

価課長）
ラザビル
応して～
女性の学びのモチベーションをデザインす 宮里隆史（エビングハウス・テクノロジー代
る～ゲーミフィケーション理論からの応用 表取締役）、町田ひろ子（町田ひろ子アカデ ニチイ学館
～
ミー代表取締役）
教育・研修におけるゲーミフィケーション 宮里隆司（エビングハウス・テクノロジー代

ニチイ学館
の活用法を学ぶ
表取締役）
「働く女性」の本音を引き出す企画の作り
田中和子（博報堂リーママプロジェクトリー
中野サンプラザ
方 ～博報堂『リーママプロジェクト』の
ダー）
事例に学ぶ～
優良講座優秀者表彰式 第25回
中野サンプラザ
女性のキャリアデザインを考える～J.P.モ アリソン・バーチ（J.P.モルガン人事部
東京国際フォー
ルガンにおける女性活躍のイニシアチブか 長）、小出由三（日本経済新聞社）
マイナンバー制度に関する講習会

七田亘（七田総合研究所代表）

ラム
TKP神田駅前ビ
ジネスセンター

特別講演『メディア定点調査2015』から見 博報堂DYメディアパートナーズ メディア環

KM駿河台ビル
える、次のマーケティングのヒント
境研究所 上席研究員 新美妙子
働く女性が「キャリアコンサルタント」を 弓ちひろ（株式会社キャリアバランス代表取 東京ウィメンズ
上手に活用する方法
資格を活かしてもっと輝こう！～成功する
マインドの磨き方、教えます～
企業内キャリア形成・人材育成のこれから
～キャリア形成促進助成金（厚生労働省）
の活用方法への理解から～
優良講座優秀者表彰式 第26回
いまさら聞けない「ストレスチェック制

締役）
吉田雅紀（あきない総合研究所代表取締

プラザ

役）、新井健一（アジア・ひと・しくみ研究 中野サンプラザ
所代表取締役）
勝部 健太郎（厚生労働省職業能力開発局
キャリア形成支援課 企業内人材育成支援室
キャリア形成促進係長）、坂口敦（JAD事務

KM駿河台ビル

局長）
中野サンプラザ
NOF駿河台プラ

小出建（フィスメック代表取締役社長）
度」のポイントをお伝えします
ザビル
女性が活躍する企業の「組織風土」のつく 石山恒貴（法政大学大学院政策創造研究科教
東京国際フォー
り方～女性管理職比率7割を超える企業の 授）、遠藤みち子（ニチイ学館執行役員）、
ラム
秘密～
高橋徹（JAD事務局部長）

