コーディネーター・講師陣プロフィール
波上 こずみ 氏

てぃるる塾コーディネーター/①②④⑥⑨⑩講師
（Cosmic Consulting 代表 組織コンサルタント）

沖縄県出身。【働く人の生き生きを組織の活力へ】を理念とし、主に組織開発や働き方改革、人材定着、人材育成プログラム
構築など、多様な人材が活躍できる組織づくりを専門とし、マスコミ、福祉法人、ホテル業界、飲食業界等、多種多様な業界
に対してのべ100社以上のコンサルティング実績を持つ。沖縄県男女共同参画審議会委員、沖縄労働局早期離職者定着支援事
業 人材定着支援コンサルタント、沖縄産業振興公社登録専門家。

③ロジカル系スキル、⑦コミュニケーション系スキル講義＆ワーク講師

高田 朝子 氏

（法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科教授）

令和２年
第２期「てぃるる塾」
受講者募集中!!

令和２年度啓発学習 女性人材育成事業

参加費
無料

モルガン・スタンレー証券会社勤務を経て、米国Thunderbird School of Managementにて国際経営学修士、慶応義塾大学大
学院経営管理研究科経営学修士、同博士課程修了、経営学博士。著書『女性マネージャー育成講座』(生産性出版）『人脈の
できる人』(慶應大学出版）『女性マネージャーの働き方改革2.0 ―「成長」と「育成」のための処方箋』（生産性出版）
他多数。第１期てぃるる塾でも講師として活躍。

⑤公開講座

男女共同参画と女性のキャリア形成

大崎 麻子 氏

講師

（NPO 法⼈Gender Action Platform 理事、公益財団法⼈プラン・インターナショナル・ジャパン理事）
米国コロンビア大学国際関係修士。UNDP（国連開発計画）で、途上国のジェンダー平等と女性のエンパワーメントの推進を
担当。世界各地で教育、雇用・起業、政治参加等のプロジェクトを手がけた。現在はフリーの専門家として、国際機関、省
庁・自治体、NGO、民間企業をクライアントに国内外で幅広く活動中。大学院在学中に長男を、国連在職中に長女を出産し、
子連れ出張も経験。近著に『エンパワーメント：働くミレニアル女子が身につけたい力』（経済界）など幅広く活動。

⑧県内女性リーダーに聞く！
（合同会社HappyJoy

講師

幸喜 穂乃 氏

代表 人財育成コンサルタント）

沖縄市出身。人財育成コンサルタントとして福祉、医療、教育分野等「人が輝き、自ら動く組織の活性化」をサポートする。
社員が持ち味を活かしあいチームとして相乗効果が発揮できるよう、１on１ミーティング等の対話を重視した個々の動機づ
けとチームビルディングに注力する。大学等で社会福祉の担い手を育成中。

⑧県内女性リーダーに聞く！

（全７回 ）

小川 和子 氏

講師

（ヒルトン沖縄北谷リゾート ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート

「てぃるるちゃん」

統括総支配人）

1989年にヒルトン名古屋でアルバイトとして働き始め、その後ツアーコーディネーターやレベニューマネージャーなどを経
て2012年にヒルトン東京、2015年にはコンラッド東京の副総支配人となる。2019年５月にはヒルトン沖縄北谷リゾートとダブ
ルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾートの２ホテルでヒルトン初の日本人女性の統括総支配人となる。
第１期てぃるる塾でも講師として活躍。

受講生募集要項
募集人数

20人程度

職場・家庭・地域のあらゆる場で活躍できる人材を育成する講座です！

●募集期間 ：令和２年６月１日（月）～７月31日（金）午後５時必着
●応募資格 ：沖縄県内に在住する概ね20歳から40歳までの女性で、自身のキャリアアップに意欲があり、
且つ次の条件を満たす方。
①全７回の予定プログラムを原則毎回受講できること。（但し５講座以上出席、且つ欠席回の内容を
録音等で聞いてレポート提出した場合には、出席とみなします。）
②取材、広報のための写真や録音、またSNS（LINE等）を介しての情報共有・発信に支障がない方。
③修了後の活動状況調査やその他の沖縄県・おきなわ女性財団の事業の広報等について協力頂ける方。
④ＰＣ・タブレット端末などの機器をお持ちで、インターネット環境が整っている方。
（感染症の流行状況等により、オンラインでの受講に変更となる可能性があります。）

期間

令和２年

場所

沖縄県男女共同参画センター 「てぃるる」

●選考方法

： 書類選考

主催

沖縄県 ・ 公益財団法人おきなわ女性財団

●応募方法

：「応募用紙」に必要事項ご記入の上、FAX・メール・郵便等でお送りください。
用紙は沖縄県のホームページ上からもダウンロードできます。
： ９月上旬までに文書で通知します。

●選考結果

沖縄県男女共同参画センター
マスコットキャラクター
「てぃるるちゃん」

※ 新型コロナウイルス感染症の流行状況や拡大防止措置等により、プログラムや
開催方法・時期等が変更となる可能性があります。

塾長
玉城 デニー沖縄県知事

●書類提出先 ： 沖縄県子ども生活福祉部 女性力・平和推進課
お問合せ先
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号
TEL:098-866-2500
FAX:098-866-2589
e-mail：aa001309@pref.okinawa.lg.jp

※ 新型コロナウイルス感染症の流行状況や拡大防止措置等により、プログラムや開催方法・時期等が
変更となる可能性があります。

９月１６日（水）～令和３年 １月２０日（水）

こちらからも→
詳細は沖縄県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kodomo/heiwadanjo/
danjo/danjosentanyusatu/juku/bosyuu.html

公開講座（一般公開：募集人数100名）
『てぃるる塾』では、塾生以外の一般の方もご参加いただける講演会も開催します。

11月14日（土）13:00ｰ14:30
⑤公開講座
「男女共同参画の視点からみる住みやすい社会とは
～これからの女性キャリア形成・私たちができること～」
おおさき

大崎

あさこ

麻子 氏

※詳しいプロフィールは最終ページでご確認ください。

（NPO 法⼈Gender Action Platform 理事、公益財団法⼈プラン・インターナショナル・ジャパン理事）

プログラム
『てぃるる塾』の目指すところ
『てぃるる塾』では、様々なライフステージの中で自
分の持てる能力を最大限発揮するため、ネットワーク、
マネジメント力、論理的思考力等を伸ばし、職場、家
庭、地域のあらゆる場で活躍できる人材を育てます。
さらに、塾生同士で刺激し合いながら学び、講座終了

『てぃるる塾』コーディネーター

幅広い内容の講義で視野を広げ、身に付けた具体的なロジカル系スキル、コミュニケーション系スキル等を活かしながら
グループで検討した結果を発表する場を設けます。グループワーク時には、アドバイザーがサポートします。

①②④⑥⑨⑩講師

13:00
なみのうえ

波上 こずみ 氏

1

Cosmic Consulting 代表
組織コンサルタント

※プログラムは予定に関わりなく変更となることがあります。

2

９/16
（水）
10/8
（木）

13:45

開講式

14:00

オリエン

15:00

16:00

17:00

①男女共同参画講座・②グループワーク（波上こずみ氏）

テーション

● ● ●

③ロジカル系スキルアップ（講義＆ワーク）（高田朝子氏）

● ●

④グループワーク（波上こずみ氏）

● ● ●

後も支え合う仲間となっていくネットワークづくりを
目指します。

※詳しいプロフィールは最終ページでご確認ください。

4

伸ばしたい５つの力
●ダイバーシティマインド
ひとりひとりの人権が尊重されな
がら、女性が活躍できる社会づく
りを推進する力を身につけます。

●コミュニケーション系スキル
ファシリテーション力、チーム
ビルディング力などグループで
目的を共有し課題解決にあたる
力を身につけます。

3

●ライフデザイン力
自らの人生を自らの手で主体的に
構想・設計する力を身につけます。

5

6

7

●ロジカル系スキル
課題発見力、問題解決力、プレゼ
ンテーション力など論理的に考え、
表現する力を身につけます。

●塾生ネットワーク
講座、グループワークなどを通して
さまざまなメンバーと交流することで、
多様な視点・価値観を身につけます。

10/21
(水）
11/14
（土）
12/3
（木）
12/16
（水）
1/20
（水）

⑤公開講座 男女共同参画と女性のキャリア形成

⑥グループワーク（波上こずみ氏）

● ● ●

⑦コミュニケーション系スキルアップ（講義＆ワーク）（高田朝子氏）

● ●

⑧県内女性リーダーに聞く！（幸喜穂乃氏／小川和子氏）

● ● ●

⑩課題検討結果報告会（波上こずみ氏）

●ダイバーシティマインド

講師陣

● ●

（大崎 麻子氏）

●ライフデザイン力

⑨グループワーク（波上こずみ氏）

●

閉講式

● ● ● ● ●

●コミュニケーション系スキル

●ロジカル系スキル

●塾生ネットワーク

※詳しいプロフィールは最終ページでご確認ください。

講義＆ワーク 講師
③ロジカル系スキルアップ
⑦コミュニケーション系スキルアップ
⑧ 県内女性リーダーに聞く！

たかだ あさこ

高田 朝子 氏
法政大学経営大学院
イノベーション・マネジメント研究科教授

講師

こうき すいの

おがわ かずこ

幸喜 穂乃 氏

小川 和子 氏

合同会社HappyJoy 代表
人財育成コンサルタント

ヒルトン沖縄北谷リゾート
ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート
統括総支配人

