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自信を持って振舞うことができ、部下から愛される管理職を育成する

持続可能な社会のために

Peach Women’s Business School





今回で5年目を迎える女性管理職を育成するためのプログラム
Peach Women’s Business Schoolでは、専門知識習得と異業種交流を
通して、個人の意識改革や管理職への意識付けを行っておりますが、更に女性
の活躍を後押しするために企業人としてプロフェッショナルに振舞うためのコースを
2019年から構築いたしました。

Professional では、Peach Women’s Business School で学んだ専門
知識を統合活用して、学びを深めていきます。 既に部下がいる管理職を対象と
しており、将来、役員候補としても期待される人材の育成を目的としています。

Professional について

講義は主にケーススタディを交えた実践的な形式となっています。

各方面で活躍する経験豊富な講師陣が揃っています。

理論と実ビジネスの両面からバランス良く学べることができます。

ケーススタディを取り入れる意義

管理職になった女性にとって、ビジネスを進めるにあたって経験値が低いことは迷いや

不安に繋がります。そこでPeach Women’s Business School Professional

ではケーススタディを通じて討議し経営判断を擬似的に体感します。今後、管理職

や役員として直面する、明確な答えのない様々な出来事に立ち向かっていけるように

自分事として課題に取り組むことで、分析力や洞察力、判断力、調整力、交渉力

などを養えると考えます。

特徴

Peach Women’s Business School



Professional の魅力

研修を通じて
⚫ 目標達成に向かう力がつく
⚫ 自信を持てる
⚫ 視点が上がり、視野が広がる
⚫ 人脈ができる

Peach Women’s Business School

⚫ 講師の英知(大局観、思考プロセスなど)に 触れることができる

⚫ 実際に実行し、結果を出した「強い精神力」を 知ることができる

⚫ 変化に対応するスピード感を感じることができる

経験豊富な講師陣から

魅力その3

事前課題とケーススタディから

魅力その１

⚫ 伝える力を鍛えることができる
⚫ 協働し、創造する交渉力を学ぶことができる
⚫ 変化に適応する力をつけることができる

討議から

魅力その2

⚫ 情報収集力と思考力を鍛えることができる

⚫ 自分を当事者の立場に置き換え、 意思決定のプロセスを経験できる

⚫ 分析力、洞察力、判断力を統合的に 活用する方法を体験できる

⚫ 効率的に様々なケースを疑似体験できる



✓ 管理者として経営判断に自信がない
✓ 様々な出来事に取り組んだ経験が少ない
✓ 実際の意思決定のプロセスを知りたい
✓ 多様な人材の意見を取り入れて柔軟に自分の考え方を深めることが苦手
✓ ものごとを大局的に捉えられるようになりたい

こんな方に最適です!

予習

• Step1
• 事前に講師から与えられたテーマやケースに対し、自分の意見を

整理しておく

当日

• Step2
• 事前に用意してきた各自の意見を交換する

• 講師からの問いかけに受講生が主体的に討議しながら、理解を
深めていく

復習
• Step3
• 学んだ内容を復習しレポートを提出する

研修のイメージ

Professional
Peach Women’s Business School



開催月 内容 講師 開催方法 時間

①
5/17

（月）

Peach Women’s Business 
Schoolと合同

開講式・基調講演

昭和女子大学
理事長・総長

坂東 眞理子氏
ハイブリッド

13:00
～

17:00

②
6/23

（水）

現代グローバリズムの規範
～民主主義、市場原理 、科学
技術の揺らぎと今後を考える～

科学技術振興機構
研究開発戦略センター上席フェロー

女子美術大学 理事
藤山 知彦氏

ハイブリッド
14:00

～
17:00

③
7/30
(金)

第4次産業革命のもたらすもの
株式会社ディー・エヌ・エー

常勤監査役
小泉 愼一氏

ハイブリッド
14:00

～
17:00

④
9/10

（金）

人工知能（AI）と脳科学
が拓く未来

株式会社NTTデータ経営研究所 フェロー
一般社団法人応用脳科学コンソーシアム

理事・事務局長

萩原 一平氏

ハイブリッド
14:00

～
17:00

⑤
10/6

（水）
マーケティング

株式会社竹中工務店
代表取締役執行役員副社長

難波 正人氏
ハイブリッド

14:00
～

17:00

⑥
11/24
(水)

Peach Women’s Business 
Schoolと合同

異文化コミュニケーション・交流会(仮)

Rosetta Stone Learning Center
Edward Alexander Iftody

リアルのみ
14:00

～
17:00

⑦
12/22
(水)

『「戦略的思考」で読み解く
ビジネスと社会』

大阪大学大学院経済学研究科
准教授

安田 洋祐氏
ハイブリッド

14:00
～

17:00

⑧
1/20
（木）

リスクマネジメント

関西文化経済研究所 代表
西日本電信電話株式会社

元代表取締役社長

大竹 伸一氏

ハイブリッド
14:00

～
17:00

⑨
2/25
（金）

企業価値
株式会社日本総研

調査部 マクロ経済研究センター所長
石川 智久氏

ハイブリッド
14:00

～
17:00

⑩
3/11
（金）

成果発表・修了式 リアルのみ
13:00
～

17:00

Peach Women’s Business School Professional 年間 カリキュラム
2021年度

実施月 タイトル 講師 開催方法 時間

7/28
（水）

女性のライフサイクル
と健康

女性クリニックＷｅ富山
代表 種部 恭子氏

リアルのみ 14:00～17:00

オブザーバ参加可能なPWBS研修

※交流会費用は含まれております。
※内容、開催月については現時点でのおおよその目安です。今後変更の可能性があることをご了承ください。

対象：現在部下がいる女性管理職（将来、役員を目指す方） 2021年10月現在

Zoom

Zoom

Zoom



講師の紹介



5月 開講式・基調講演

講演テーマ

「未定」

経歴

富山県生まれ
1969年東京大学卒業、総理府入省
青少年対策本部、婦人問題担当室、老人対策室、内閣総理大臣官房参事官、
統計局消費統計課長などを経て男女共同参画室長
1995年～1998年 埼玉県副知事
1998年～2000年 ブリスベン総領事
2001年～2003年 内閣府男女共同参画局長
2004年 昭和女子大学女性文化研究所長（2020年3月まで）

昭和女子大学大学院教授、 現在に至る
2007年 昭和女子大学学長
2014年～ 学校法人昭和女子大学 理事長 現在に至る
2016年～ 昭和女子大学 総長 現在に至る

「女性の品格」「日本の女性政策」「日本人の美質」「ソーシャル・ウーマン」「女性リーダ4.0」
「言い訳してる場合か！－脱・もう遅いかも症候群―」「70歳のたしなみ」「老活のすすめ」など
著書多数。

Peach Women's Business School と合同

昭和女子大学
理事長・総長

坂東 眞理子 氏



学歴
慶應義塾大学経済学部卒業

職歴
1971年4月、東レ株式会社入社
取締役、常務取締役、専務取締役を歴任後、2008年6月代表取締役副社長就
任、2013年6月同社 相談役、株式会社東レ経営研究所 取締役会長就任、
2015年6月東レ株式会社 顧問、株式会社大林組 取締役
（現任）就任、2016年6月株式会社国際協力銀行 取締役 （現任）就任、
2017年6月株式会社ディー・エヌ・エー 常勤監査役 （現任）就任
2019年4月株式会社Preferred Networks取締役（現任）就任

その他社外役職歴
経済産業省 産業構造審議会 通商政策部会 委員、一般社団法人日韓経済
協会 副会長、大阪大学 外部有識者会議委員（現任）、公益財団法人 ジェス
ク音楽文化振興会 理事長（現任）公益財団法人 鹿児島県文化振興財団
理事（霧島国際音楽ホール館長）（現任）

講師：株式会社ディー・エヌ・エー
常勤監査役
小泉 愼一氏

(元 東レ株式会社代表取締役副社長)

7月 第4次産業革命のもたらすもの

講師：科学技術振興機構
研究開発戦略センター上席フェロー

女子美術大学 理事

職歴
1975年三菱商事（株）調査部入社
経営企画部、MCNプロジェクト室、企画調査部産業調査チームリーダーを経て
1994年泰国三菱商事 業務部長
1997年三菱商事（株）企画部企画室長、2000年戦略研究所長
2002年中国副総代表 2005年から国際戦略研究所長 2008年 執行役員
（国際戦略研究所長、コーポレート担当役員補佐）2013年～2016年常勤顧問
2016年 国立研究開発法人 科学技術振興機構 研究開発戦略センター

上席フェロー 現在に至る

現代グローバリズムの規範
～民主主義、市場原理 、科学技術の揺らぎと今後を考える～

藤山 知彦氏
学歴

東京大学経済学科経済学部卒業

その他の現在の役職
清水建設株式会社 顧問/女子美術大学 理事/東京工業大学 非常勤講師
東京大学 客員研究員/日本産学フォーラム 幹事

6月



10月 マーケティング

講師：株式会社竹中工務店
代表取締役執行役員副社長
難波 正人氏

学歴
京都大学工学部建築第一学科 卒業

職歴
1973年 株式会社竹中工務店入社。同社東京本店設計部を経て、1976年10月より開発計画本
部（大阪）に所属。2001年開発計画本部長、2002年役員補佐、2003年取締役、
2007年常務取締役、2013年取締役専務執行役員、2015年取締役執行役員副社長（現職）。

その間、主として大型面開発プロジェクト、ホテル関連プロジェクトに従事。主たる担当プロジェクトは、
ＯＢＰホテルニューオータニ、志摩スペイン村、京セラドーム大阪、ヒルトン大阪、ハービス大阪、
ヒルトンプラザウエスト、ハービスエント、ほたるまち、グランフロント大阪、あべのハルカス、フェスティバルタ
ワー（イースト、ウェスト）、大阪梅田ツインタワーズ（サウスゲート）、うめきたⅡ期等を担当。

現在は、西日本統括業務の他、関西生産性本部、関西経済連合会、関西経済同友会等の
財界活動やＭＩＣＥ・ＩＲ、大阪万博などに注力。

学歴
1978年早稲田大学理工学部電気工学科卒業
1985年プリンストン大学大学院電気工学・コンピュータサイエンス（MSE）修了

略歴
1978年より大手電機メーカーにて、新製品企画、開発設計、国内外マーケティング等に従事。
1991年より大手シンクタンクにて、環境分野を中心に、新規事業化支援、事業化コンソーシアム運営等、
数多くのプロジェクトを実施。1997年4月より現職。脳科学、ライフサイエンス、医療・ヘルスケア、地域経営、
環境等の分野で、マネジメントや新事業創出に関するコンサルティングを中心に活動。
2010年からは、異業種の民間企業（現在約50社）と異分野の研究者（現在約100名）が多数参
加し脳科学の産業応用に取り組む「応用脳科学コンソーシアム」（略称「CAN」：Consortium for 
Applied Neuroscience、NTTデータ経営研究所主催）を創設し事務局長を務める。
2001年より横浜国立大学大学院環境情報学府非常勤講師、
2004年より同客員教授。
2017年より大阪大学招へい教授。
2020年より現職。

9月 人工知能（AI）と脳科学が拓く未来

講師：株式会社NTTデータ経営研究所 フェロー
一般社団法人応用脳科学コンソーシアム
理事・事務局長
萩原 一平氏



11月 異文化コミュニケーション・交流会

Rosetta Stone Learning Center - Cross-Cultural Communication Coaching

Edward Alexander Iftody
After graduating with a Political Science degree from the University of 
Alberta in 1995, Edward entered the mutual fund industry in Vancouver, 
Canada. In 1998, Edward co-founded the partnership, E W West 
Investments and later incorporated the same company under the name 
PureLogix Corp. in 2005.  Both companies developed and marketed 
professional-grade financial analysis software for independent, 
Canadian financial advisors.
Edward moved permanently to Osaka in 2009 and has worked as an 
independent cross-cultural communication coach with a number of 
multinational companies, including AstraZeneca, SAP, Mitsubishi-Tanabe, 
and Pasona. 
Edward is the author of Surviving Work - a leadership guide to 
understanding motivation strategies, image management and team 
building - and was recently selected as a Top Writer in Leadership on 
Medium.

1995年 アルベルタ大学で政治学専攻。卒業後 カナダのバンクー
バー投資市場に参入。1998年 創設者の一人としてE.W Westイ
ンベストメント、またPureLogix社ビジネスを立ち上げる。両社
でファイナンシャルアドバイザー向けの財務分析のソフトウェア
を展開、販売。
2009年大阪へ。異文化コミュニケーションのコーチとして、多
くの企業への研修経験を持つ。アストラゼネカ、SAP、田辺三菱
製薬、パソナなど。
Surviving Work（モチベーション戦略としてのリーダーシップ
ガイド、イメージマネージメント、チームビルディング）の著者。
リーダーシップガイドとしてのトップライターに選ばれる。

Peach Women's Business School と合同



1980年東京都生まれ。
学歴
2002年に東京大学経済学部を卒業。
最優秀卒業論文に与えられる大内兵衛賞を受賞し経済学部卒業生
総代となる。
米国プリンストン大学へ留学して2007年にPh.D.を取得（経済学）。
政策研究大学院大学助教授を経て、2014年4月から現職。

経歴
専門は戦略的な状況を分析するゲーム理論。主な研究テーマは、現実
の市場や制度を設計するマーケットデザイン。「American Economic 
Review」など国際的な経済学術誌に論文を多数発表。学術研究の
傍らマスメディアを通した一般向けの情報発信や、政府での委員活動に
も積極的に取り組んでいる。
関西テレビ「報道ランナー」、読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」、テレビ東
京「ワールドビジネスサテライト」などの番組にコメンテーターとして出演中。
財務省「理論研修」講師、金融庁「金融審議会」専門委員、環境省
「中央環境審議会」専門委員、自民党「未来戦略研究会」アドバイ
ザーなどを務めた。

講師：大阪大学大学院経済学研究科
准教授
安田 洋祐氏

12月 『「戦略的思考」で読み解くビジネスと社会』

編著
『改訂版 経済学で出る数学 高校数学からきちんと攻める』（日本評論
社、2013年）、『学校選択制のデザイン ゲーム理論アプローチ』（NTT
出版、2010年）。監訳に『レヴィット ミクロ経済学 発展編』（東洋経済
新報社、2018年）、『入門 オークション：市場をデザインする経済学』
（NTT出版、2017年）。共著に『資本主義はどこに向かうのか―資本主

義と人間の未来』（日本評論社、2019年）など。



講師：株式会社日本総研
調査部 マクロ経済研究センター所長
石川 智久氏

1月 企業価値

学歴
東京大学経済学部卒業

職歴

1997年4月 ㈱住友銀行入行後、㈱日本総合研究所調査部、

(社)日本経済研究センター出向、㈱三井住友銀行経営企画部金

融調査室を経て、2014年4月 ㈱三井住友銀行経営企画部金融

調査室（大阪）次長に就任。2017年7月 ㈱日本総合研究所

調査部 関西経済研究センター長に就任。2019年7月より現職。

資格
日本証券アナリスト協会検定会員（CMA）

所属学会
日本経済学会、日本ファイナンス学会

研究・専門分野
・マクロ経済
・銀行法等の金融制度分析
・関西景気動向
・関西経済の構造分析（CMA）

1月 リスクマネジメント

学歴
京都大学工学部 卒業

職歴
1971年、日本電信電話公社 入社、 2004年常務取締役 ソリューション営業本部長
2007年代表取締役副社長 戦略プロジェクト 推進本部長に就任、2008年 代表取締役社
長に就任、2012年 取締役相談役 相談役 2018年7月から現職

そのほかの公職としては、株式会社大阪国際会議場 取締役、国立大学法人大阪大学 経
営協議会委員、社団法人関西経済同友会 代表幹事、全国経済同友会 震災復興部会
共同部会長、国立大学法人京都大学 経営協議会委員を歴任後、株式会社大林組 取締
役、一般財団法人 電気通信協会 理事・西日本支部長、公益社団法人関西経済連合会
副会長を歴任している

講師：関西文化経済研究所 代表
西日本電信電話株式会社
元代表取締役社長
大竹 伸一氏



講師：種部 恭子氏

女性クリニックWe! TOYAMA 代表・産婦人科医
富山県議会議員

学歴
富山医科薬科大学医学部医学科卒業
富山医科薬科大学大学院医学研究科修了

7月 女性のライフサイクルと健康

14:00～17:00

内容 目的 効果

女性の活躍を支えるための
健康への理解

生涯を通じた女性の健康問題に関する知
識を身につけ、キャリアとライフプランの実現
のための健康向上策を考える

エビデンスに基づく健康への
投資により、パフォーマンスを
上げることができる

で開催している講座への

オブザーバ参加可能講座のご案内

働く女性にとって必要な知識を得るために

職歴等
富山医科薬科大学（現富山大学）医学部産科婦人科学、愛育病院、済生会富山病院等勤務を
経て、2006年より現職。
専門は女性ヘルスケア、生殖内分泌。生涯を通じた健康啓発活動が評価され、第41回中日教育賞、
第17回松本賞、日本家族計画協会会長表彰、文部科学大臣表彰を受賞。
現在、内閣府男女共同参画会議重点方針専門調査会、内閣府男女共同参画会議女性に対する
暴力に関する専門調査会委員等を務め、一般社団法人日本女性医療者連合理事、NPO法人ハッ
ピーウーマンプロジェクト理事長として、女性プロフェッショナルの活躍推進および女性の健康支援活動を
行っている。

Peach Women’s Business School



講師の紹介



〒530-6127
大阪市北区中之島3-3-23中之島ダイビル27F
TEL 06-6448-3666
FAX 06-6448-3667
Mail  women@peach-corporation.co.jp

https://www.peach-corporation.co.jp

ピーチコーポレーション株式会社

～募集概要～

開催方法 ： ダイビル本館4階会議室

リモートの場合：ビデオ通話アプリZOOMを使用

対 象 ：現在部下がいる女性管理職

(将来、役員を目指す方)

費 用 ： 各企業につき1名77万円（税込み）

2名まで88万円（税込み）


