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研究分野

朗裕

研究内容のキーワード

ビジネスコミュニケーション

コミュニケーション コーチング
イン リーダーシップ
学位

人材育成

組織開発

キャリアデザ

最終学歴

経営学修士（MBA)

関西学院大学大学院商学研究科
教育上の能力に関する事項
事項

年月日

概要

1 教育方法の実践例
1. 英語学習コーチング

2016年04月～

学生自身が英語を学ぶ目的や意義を見出し、自らが達成
したい目標を明確にし、自分の学習スタイルや強みを活
かした、自立的な英語学習を支援

2. 武庫川女子大学・同短期大学部 共通教育科目
「人を育てるコーチング」（アクティブ・ラーニ
ング）

2016年04月～

コーチングについての基礎知識を学び、それを実際に経
験するプロセスを通してコミュニケーション力を高め、
社会人として活躍する際の基礎力を修得する

3. 西宮市立小学校長会

管理職研修

2015年08月

自発的な行動を促すコーチングを習得し、部下のパフォ
ーマンスを最大限に引き出す存在になる。また教育現場
でのマネジメント力を高め、子供たちの笑顔あふれる学
校経営を実現する

教職員管理職研修

2015年08月

管理職としての「ありたい姿」と、部下との理想的な関
わりを考える。管理職の役割を認識し、コーチングの基
本スキルを学ぶ

2014年10月

相手を理解しコミュニケーションを円滑にすることでチ
ーム力を高め、日本一という目標に挑戦する

2014年04月

ダイバーシティを職場で推進していくための職場実践に
向けて、ミーティング運営のポイント、ならびにファシ
リテーションを実践するために必要となる基本的なスキ
ルと知識を習得する

7. ストレングスファインダー（R)を活用した人材お
よび組織開発

2014年03月～

ストレングスファインダー(R)はアメリカの世論調査＆コ
ンサルティングのギャラップ社が、一人ひとりが自分の
得意を見極め、日々自分の強みを使って仕事をすること
で、楽しく、しかも効果的に成果を出してもらうために
開発したツール

8. 大手企業

新入社員ビジネススキル研修

2013年04月～

プロフェッショナルに求められる仕事の基本動作、心構
えとマナーを体得して、仕事の現場で実践できるように
なる

9. 大手企業

OJTトレーナー研修

2013年04月～

コーチングマインドを職場のチーム内に広げ、人を育て
る風土を醸成する意識を各人が持つ。また、そのために
実際に行動している状態を構築する

支店長経営塾 2012年09月～

部下を自律型人材へと育てるコーチングを習得し、支店
長として経営やマネジメントに活かす

2011年04月～

入社３年目の成長実感と自信を持ち、今後の成長に向け
て、今後何を成し遂げたいのかという目的意識を持ち、
自身の実現したいキャリアを考える

2009年08月～2015年08月

自分の育てられてきた経験を振り返り、実習指導者とし
ての「ありたい姿」と、実習生との理想的な関わりを考
える。実習指導者の役割を認識し、コーチングの基本ス
キルを学ぶ

2006年04月～

部下を自律型人材へと育てるコーチングを活用したマネ
ジメント力の向上

1. 「人を育てるコーチング」

2016年04月～

武庫川女子大学・同短期大学部

2. 「部下を育てるコーチング」

2006年04月～

研修教材

1. 企業内研修及びコーポレート・コーチング

2005年04月～

・上場企業及び中小企業、地方銀行及び信用金庫、大学
、専門学校、医療機関など
・主な対象者は、経営者、管理者・営業社員・技術社員
、新入社員など

2. エグゼクティブ・コーチング及び個別コーチング

2004年04月～

・主なクライアントは、会社経営者・経営幹部・管理者
・自営業者・コーチなど
・主なコーチングテーマは、組織改革・リーダーシップ
開発、ビジョンメイキング・業績アップ、マネジメント
スキル向上、部下育成、社内コミュニケーションの活性
化、人間関係の改善など
・これまでに延べ約１００人以上への個人コーチング実
施（約１，０００時間以上）

4. 私立学校法人

5. 関西学院大学サッカー部
6. 大手企業

人間力向上研修

ファシリテーション研修

10. 一般社団法人 金融財政事情研究会
11. 大手企業

若手社員キャリア研修

12. 奈良県看護協会

13. 大手企業

実習指導者研修

管理職マネジメント研修

2 作成した教科書、教材
共通教育科目

教材

3 実務の経験を有する者についての特記事項

4 その他

1

職務上の実績に関する事項
事項

年月日

概要

1 資格、免許
1. NPO学習学協会認定 英語学習コーチ

2016年01月～現在

自立的な英語学習を支援するコーチング

2. ギャラップ社認定ストレングスコーチ Gallup-Ce 2014年03月06日～現在
rtified Strengths Coach - Gallup (US)

Completed Gallup's strengths coaching certification
program and has demonstrated outstanding commitmen
t to using strengths-based development to help othe
rs learn, grow, develop, and succeed.

3. 国際コーチ連盟プロフェッショナル認定コーチ P 2008年02月25日～現在
CC (Professional Certified Coach) - Internati
onal Coach Federations

The designation is earned by demonstrating knowledg
e and proficient use of core coaching skills throug
h a comprehensive application and evaluation proces
s designed to ensure high standards for the coachin
g profession and the clients it serves.

2 特許等
3 実務の経験を有する者についての特記事項
1. 西宮市教育委員長

2014年10月01日～2017年03
月31日

2. 西宮市教育委員

2011年10月03日～2017年03
月31日

4 その他
1. （公財）西宮市国際交流協会

評議員

2005年04月～2011年09月
研究業績等に関する事項

著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

1 著書
2 学位論文
3 学術論文
その他
１．学会ゲストスピーカー
２．学会発表
３．総説
４．芸術（建築模型等含む）・スポーツ分野の業績
５．報告発表・翻訳・編集・座談会・討論・発表等
1. 西宮市スポーケンウィーク 特別
講演 「スポーケン市との姉妹都
市交流について」

2015年03月

西宮市

西宮市民対象に姉妹都市スポーケン市の魅力や交流
の歴史について講演

2. にしのみや留学生日本語スピーチ
大会

2015年02月

（公財）西宮市国際交
流協会

西宮市内大学に在籍の留学生や日本語学習者による
スピーチ大会において審査委員長として講評

3. Washington State Sister Cities
Conference 2012

2012年10月

Washington State Sist Case Study of Exchange Program between Nishinom
er Cities Association iya and Spokane

4. Sister Cities International An
nual Conference 2005

2005年07月

Sister Cities Interna Showcase of Exchange Program between Nishinomiy
tional
a and Spokane

６．研究費の取得状況

学会及び社会における活動等
年月日

事項

1. 2010年10月～2011年10月

西宮市・スポーケン市姉妹都市提携50周年記念事業

2. 2010年04月～2017年05月

西宮スポーケン姉妹都市協会

3. 2004年01月～2005年12月

（一財）西宮くすの木会

4. 2003年01月～2017年05月

西宮スポーケン交換高校生実行委員会

会長

理事長

2

委員長

実行委員長

