
Peach Women’s Business School

ピーチコーポレーション株式会社



Peach Women’s Business Schoolは、女性管理職を育成するためのプログラムです。

過去、女性が管理職研修などを受講する機会に恵まれ難かった時代から、女性活躍進
法に基づき急速に女性も研修を受ける機会が増えてきています。
そして、女性活躍が進むにつれ、今後、男性とのビジネスにおける考えかたや振る舞
いなどの違いを十分に理解し、また自身の体調の変化との付き合い方も含め学ぶ必要
があると考えます。

またなかには、女性限定の研修を逆差別と捉え、避ける傾向がありますが、敢えてこ
の研修は女性限定にすることにより、あらゆる角度をより深く理解してもらうことを
目的にしています。モチベーションをあげるために、大手企業経営者の講演会や交流
会なども開催致します。

今後、ライフイベントや家庭と仕事の両立で迷ったたり挫折することが無いよう自立
した女性管理職を育成するためのプログラムとなっております。

ミッション 社内のロールモデルとなる女性管理職を育成する。

Peach Women’s Business Schoolについて

開催が女性対象の意味

✓ 職場でのロールモデルが少ないため一人で悩むことが多い
✓ 男性社会の仕組みの理解が浅い
✓ 体の変化に伴う仕事との関わり方に戸惑う
✓ 管理職に対する不安が大きい

SKILL

MIND
異業種間での女性社員同士の

コミュニケーションによる
意識共有

MOTIVATION

研修を通じて共感、共有することで前向きな思考になる

これらの事が



ピーチコーポレーション株式会社
代表取締役社長 酒井真理

フリーアナウンサーとして、これまでに司会をした経験は3,000本を超える
その他、美術館大型商業施設等の館内プレゼンテーションの声も数多く担当
多くの司会経験を活かし、講師活動では企業向けに「組織におけるコミュニケーション」の
ほか「第一印象を良くする心の持ち方」、「リーダーシップをとれるようにするための方法」
等をテーマに活動
最近では、新人からトップまでの意識改革を目的として、「企業力を上げる！」をテーマに
企業の研修やコンサルティングも行っている そして、コミュニケーションには欠かせないア
イテム「声」をテーマに心との繋がりの講演も行い、声と話し方の指導にも定評を得ている
また女性が活き活き働ける職場づくりや企業が積極的に女性を活用するためのアドバイスなど
も行っている
そのほか、文章を書く事を苦手とする人達に向け、文章指導や文章作成代行業務も行っている

30年以上に亘り仕事を続けてきた経験とその間、育児と仕事の狭間で学び、司会業時代には
300名以上の司会者を育て輩出
企業に訪問し、2年間で500名以上の女性社員から仕事、働き方などを含めヒアリングし女性
の考えや悩みを共有 経済界では経済同友会では幹事を務め、人材育成・地方創生などの分野
を研究、国や各方面に提言書を提出している
そして、多くの企業トップから経営者の考えを学び、自らの経営と研修に取り入れている

プロフィール

スクール主宰及びメンター



基調講演

USJを劇的なV字回復に導いた
森岡毅氏

テーマ：『自分らしく生きていくために』
~ 猛烈な共働き家庭で、妻と私が

諦めたこと諦めなかったこと~ 

1996年神戸大学経営学部卒業。同年P&Gに入社。日本ヴィダル・サスーンなど
ヘアケアブランドのブランドマネージャー、北米パンテーンのブランドマネージャー
ヘアケアカテゴリー・アソシエイトマーケティングディレクター、ウエラジャパンの
副代表等を歴任した後、2010年6月、株式会社ユー・エス・ジェイに入社
『三段ロケット構想』を掲げ、ユニバーサル･スタジオ･ジャパンをV字回復させる
2012年より同社チーフ・マーケティング・オフィサー（CMO）ならびに執行役員、
マーケティング本部長 オープン当初1100万人を記録した後、700万人台前半まで落
ち込んでいたが、森岡が着任した2010年から年間集客数は上昇に転じ、2012年に
オープンした１段目のロケットであるファミリー・エリア「ユニバーサル・ワンダー
ランド」を柱に、2013年には1050万人を記録 ２段目のロケットの「ハリー・ポッ
ター」のエリアをオープンした2014年度には、開業年度に記録した1100万人の年間
集客記録を更新し、1270万人もの集客を達成した。「ハリー・ポッター」導入翌年の
2015年度は、1390万人を記録、毎年100万人ずつ集客を伸ばした さらに、東京
ディズニーシーを超え、世界第4位に。詳しくは著書「USJのジェットコースターはな
ぜ後ろ向きに走ったのか？」（KADOKAWA） に語られている そのマーケティング
手腕から、日本最強のマーケターとも評価されている 2017年1月株式会社ユー・エ
ス・ジェイを退社 著書に「USJを劇的に変えた、たった１つの考え方 成功を引き
寄せるマーケティング入門」（KADOKAWA）および「確率思考の戦略論 USJでも
実証された数学マーケティングの力」（今西聖貴との共著、KADOKAWA）がある



6月 ダイバーシティとインクルージョン

株式会社 島桜子事務所代表取締役
社団法人チャレンジド・クリエイティブラボ代表理事

講師：島 桜子

学歴

早稲田大学大学院後期博士課程単位取得退学

職歴
衆議院議員野田聖子事務所政策担当秘書
郵政大臣政務担当秘書官等を歴任
電気通信大学女性研究者支援室特任教授

学歴
近畿大学医学部卒業

職歴
大阪大学医学部消化器内科入局
国立大阪南病院、回生病院内科勤務を経て
平成14年より帝国ホテルクリニック（人間ドック）勤務（現職）
産業カウンセラー

講師：沖永 晶子
帝国ホテルクリニック医長

7月 メンタルヘルスマネジメント



7月 リーダーシップ

1月プレゼンテーション

講師：酒井 真理

学歴
武庫川女子大学文学部英米文学科卒業

ＡＢＣテレビ「おはよう朝日です」にレポーターで出演以来、テ
レビ、ラジオなどでフリーアナウンサーとして活動後、1987年～
1990年日本道路交通情報センターに勤務 再びフリーとなり
1991年企画制作会社ＭＣ事業部ゼネラルマネージャーに起
用され1998年まで務め、同じ年1998年4月独立起業

ピーチコーポレーション株式会社

学歴
サウスベイカレッジ卒業（アメリカカリフォルニア州）

職歴
アメリカカリフォルニア州にて中古車輸出業の経営
帰国後、パナソニック株式会社にて海外営業を担当
株式会社ジェックでは研修講師を担当、その他上場企業で人事業
務、人事育成業務を数多く経験し2016年イノセントスマイルを設立

講師：花形 健路

イノセントスマイル代表

9月 モチベーションマネジメント

10月 問題解決



9月講演講師

1941年大阪に生まれる 関西学院大学文学部卒業後、1968年にワシントン大学大学院にて修士号
を取得。1968年から1971年まで、ジェイ・ウォルター・トンプソン・ジャパンに勤務 その後、
1976年にワシントン大学大学院にて博士号（国際政治・教育学）を取得。1977年、米国第33代大
統領・トルーマン大統領図書館よりトルーマン学術奨学金（Harry S. Truman Scholarship）、
ジーン＆ポール・ハナ学術奨学金（Jean & Paul Hanna Endowment Scholarship）を得て、
1977年から1985年までスタンフォード大学フーヴァー研究所博士研究員
1985年以降、NHKラジオ「NHKジャーナル」シアトル通信員、麗澤大学国際経済学部教授、日本
大学大学院総合科学研究科教授、日本大学国際関係学部教授等を歴任
現在（2016年12月現在）は、日本人として唯一のフーヴァー研究所研究員である他、モラロジー
研究所特任教授、滋慶学園教育顧問等を務める 2016年3月、スタンフォード大学フーヴァー研究
所初となる日本人による冠講座「日本近現代歴史基金」の初代フェローに就任

スタンフォード大学フーヴァー研究所
フェロー 西 鋭夫氏（にし としお）
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10月マーケティング戦略思考

講師：松岡 孝敬

学歴
神戸大学大学院理学研究科生物学専攻
名古屋商科大学大学院にてＭＢＡ取得

職歴
1989年 大手教科書出版社にて教科書・副教材の編集を担
当し、多くの担当書籍でシェア1位を獲得する 25年間で手がけ
た書籍の累計販売部数は1000万部以上に達する 2010
年 会社在籍のままMBA取得後は、編集部から事業推進室長
に就任し、社全体の組織活性化戦略、人材育成戦略を任され、
社内講師として、管理職研修、管理職候補リーダー研修を数多
くこなす

2015年 株式会社ポジティビティ設立

株式会社ポジティビティ 代表取締役

保有資格
MBA(経営学修士)
PHP研究所認定ビジネスコーチ
The School of Positive 
Psychology認定エグゼクティブレジ
リエンス・トレーナー
The School of Positive 
Psychology認定ポジティブ心理学
コーチ

職歴
かながわスマートエネルギー構想推進検討会会長
ユアサM＆B株式会社 顧問
1979年7月、ベイン・アンド・カンパニー入社の後、ブーズ・アレン・
アンド・ハミルトン日本代表
ゴールドマン・サックス証券M＆A担当バイス・プレジデント、及びモニ
ター・カンパニー日本代表を歴任 さらに、サイクロン・コマース・インク
代表やコラボ・テクノロジー取締役を務めた後、2016年3月まで立
命館大学大学院客員教授 2014年2月から宇宙航空研究開
発機構(JAXA)宇宙太陽光発電(SSPS)事業性検討委員
コンサルタントとしての専門分野は企業戦略、コーポレート・ガバナン
ス、企業提携、財務戦略、流通改革、IT戦略、人事制度構築
株式価値最大化を軸とした経営改革手腕には定評がある

11月 意思決定

講師：村沢 義久

学歴
東京大学工学部機械工学科卒業、東京大学大学
院工学系研究科修了（情報工学専攻）
スタンフォード大学経営大学院にてMBA取得



11月 国際ビジネス学

講師：成田 恒陽

株式会社NSクリエーション
代表取締役

職歴
株式会社富士銀行（現みずほ銀行）支店勤務 中堅・大企業の融
資・渉外（営業）担当
株式会社プレステージ・インターナショナル（BPO事業）シニアマーケティ
ングマネージャー
フィデリティ投信株式会社（投信投資顧問業）セールスマネージャー
ドイチェアセットマネジメント株式会社（ドイツ銀行グループ・投信投資
顧問業）ヴァイスプレジデント
ゴールドマンサックスアセットマネジメント株式会社（投信投資顧問業）
ヴァイスプレジデント アムンディジャパン株式会社（投信投資顧問業）
投信営業部部長
2013年5月～現在 株式会社NSクリエーション設立

学歴
明治大学法学部法律学科卒業

1月 財務会計

講師：中尾 円香

山本和央税理士事務所
税理士

職歴
平成16年 宮口定雄税理士事務所 入所
平成26年 山本和央税理士事務所 入所

学歴
関西大学経済学部 卒業
関西大学大学院経済学研究科 修了



12月講演講師

アートコーポレーション株式会社
代表取締役社長 寺田 千代乃氏

（てらだ ちよの）

テーマ
『Small But Excellent』

略歴
神戸市に生まれ
1968年9月、大阪府で夫の寺田寿男と共に寺田運輸創業

1972年6月、寺田運輸株式会社設立
1976年6月、アート引越センター創業
1977年6月、アート引越センター株式会社(現アートコーポレーション
株式会社）設立と同時に代表取締役社長に就任（現任）

2002年 – 2004年、関西経済同友会代表幹事
2005年5月、関西経済連合会の副会長に就任

現在、ダイキン工業株式会社、株式会社ロック・フィールドで社外取締役
を務める



日程 タイトル 内容 時間 講師

5月26日
（金）

13:00～
17：00

開講式

基調講演

年間カリキュラムのご紹介
各講師の紹介
オリエンテーション

4
森岡 毅

受講生の自己紹介

6月27日
（火）

14:00～
17:00

ダイバーシティ＆
インクルージョン

管理職に求められる社会的視点
＆姿勢とは

3 島 桜子

7月7日
（金）

14:00～
17:00

メンタルヘルス
マネジメント

メンタルヘルスマネジメントについて 3 沖永 晶子

7月26日
（水）

14:00～
17:00

リーダーシップ
平常心を保ち尊敬される真の
リーダー像を学ぶ

3 酒井 真理

9月6日
（水）

14:00～
17:00

講演会・交流会
50年を越えるアメリカでの生活
から見える日本の働きかた

3 西 鋭夫

9月13日
（水）

14:00～
17:00

モチベーション
マネジメント

モチベーションマネジメントについて 3 花形 健路

10月4日
（水）

14:00～
17:00

マーケティング
戦略思考

顧客の心理を掴み売れる仕組みを
身に付ける

3 松岡 孝敬

10月25日
（水）

14:00～
17:00

問題解決 ロジカルシンキングについて 3 花形 健路

年間カリキュラムのご紹介 5月～10月

➢ STEP1 自己研鑽を深め職場でのリーダーとしての資質を磨く



日時 タイトル 内容 時間 講師

11月8日
（水）

14:00～
17:00

意思決定 企業人としての意思決定の方法 3 村沢 義久

11月22日
（水）

14:00～
17:00

国際ビジネス グローバル時代のビジネスについて 3 成田 恒陽

12月6日
（水）

14:00～
17:00

講演会・交流会 Small but Excellent 3 寺田 千代乃

1月17日
（水）

14:00～
17:00

財務・会計 数字で読み取る会社の健康について 3 中尾 円香

1月31日
（水）

14:00～
17:00

プレゼンテーション
話しかた・見せ方を学び相手に伝わる
プレゼンテーションの仕方を身に付ける

３ 酒井 真理

2月21日
（水）

14:00～
17:00

パネルディスカッション
現在管理職で活躍する女性を招き
受講者と意識を共有する

3
オムロン(株)
日本生命保険(相)
大阪ガス(株)

3月14日
（水）

13:30～
17:00

成果発表会・修了式
受講者在籍企業の上司役員の前で
各受講者が学んだことを元に課題発表
をし、その後修了式

3.5 酒井 真理・他

年間カリキュラムのご紹介 11月～3月

➢ STEP２ 経営者的感覚を身に付けると共に自己表現を学ぶ



内容 目的 効果

管理職に求められる社会
的視点＆姿勢とは

企業（管理職）と社会の関係性、個
人と社会の関係性について考える

管理職として多様なる人材を
活用し社会貢献への意識付
けができる

6月 ダイバーシティとインクルージョン

講師：島 桜子

7月 メンタルヘルス

講師：沖永 晶子

内容 目的 効果

メンタルヘルスマネジメント
について

ストレスについて正しく理解し望ましい対処
法を知る
また部下に対するヘルスケアについても学ぶ

心身を健やかに保ち効率
的に働くことができる

内容 目的 効果

ビジネス社会のみならず人
間関係構築のための習慣
について

自己責任の原則とリーダーシップの原則に
ついて知る
自己管理の原則について考える

環境の変化に振りまわされ
ない原則を理解し職場で
生かすことができる
企業の生存、改善の推進
のための相乗効果を理解し
リーダーのあるべき姿を学ぶ
ことができる

リーダーに必要な5つの実
践について

人間関係においてのリーダーシップについて
学ぶ

職場全体がリーダーとなれる
ような他者を導く意思と手
段を学ぶことにより人から信
頼を得られるようになる

7月 リーダーシップ研修

講師：酒井 真理

6月27日（火）
14:00～17:00

7月7日（金）
14:00～17:00

7月26日（水）
14:00～17:00



内容 目的 効果

・企業組織について
・幼弱性の打破
・チームをモチベートさせる
コミュニケーションのポイント

モチベーションを高めるチーム形成力の
向上

業務の生産性向上に向けた巻
込み力向上

講師：花形 健路

内容 目的 効果

マーケティングを心理面から
分析し学ぶ

顧客の購買心理をつかみ
売れる仕組みを知る

顧客の購買行動の心理学的
分析から、マーケティング戦略思
考の基礎を習得する

10月 マーケティング戦略思考 講師：松岡 孝敬

9月 モチベーションマネジメント 9月13日（水）
14:00～17:00

10月4日（水）
14:00～17:00

10月 問題解決

内容 目的 効果

・ロジカルシンキングについて
・問題解決のプロセス
・指導のポイント
・報告のポイント

部下/後輩への指導力向上
メンバーの業務上（報告）のコミュニ
ケーション力向上

チームの機能性を高めるコミュニ
ケーション力の向上

講師：花形 健路 10月25日（水）
14:00～17:00



11月 意思決定講師：村沢 義久

内容 目的 効果

企業人としての意思決定の方法

人生は意思決定の連続
感情に流されない合理的な意思
決定の方法論を学び職場や家庭
で実践する

ビジネスシーンのみならず、日常
生活においても合理的な意思決
定ができるようになる
上司、同僚、部下、家族、友人
との関係において誤解のないコ
ミュニケーションができるようになる
キャリアアップの判断力が高まる

1月 プレゼンテーション 講師：酒井 真理

内容 目的 効果

話しかた・見せ方を学び
相手に伝わるプレゼンテーション
の仕方を身に付ける

自己の意見を分かり易く伝え
見せ方や話しかたなど学ぶ

自己表現力を学ぶことにより
より魅力的な自己実現を目指
すことができる

内容 目的 効果

グロバール時代のビジネスに
ついて

時事ニュースを用いて世界経済
や金融マーケットの流れを理解
する

ビジネスリーダーとして活躍する
ためにグローバル経済の理解を
深める

11月 国際ビジネス 講師：成田 恒陽

1月 財務・会計 講師：中尾 円香

内容 目的 効果

数字で読み取る会社の
健康について

会社の健康状態を分析する
手法を学ぶ

数字から自社の経営状態を読
み解き、将来の展望を判断で
きる

11月8日（水）
14:00～17:00

2月パネルディスカッション 2月21日（水）14:00～17:00
3月成果発表会・修了式 3月14日（水）13:30～17:00

11月22日（水）
14:00～17:00

1月17日（水）
14:00～17:00

1月31日（水）
14:00～17:00
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