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株式会社アイ・キューが、人事の学び場「日本の人事部 ＨＲアカデミー」、 

ＨＲサービス業界の学び場「日本の人事部 ＨＲスクール」を、6月に開校！ 

 

人事・労務に関する情報サイト『日本の人事部』を運営する、当社連結子会社、株式会社アイ・キュー（本社 

東京都港区 代表取締役社長 林 城）は、日本全国の企業人事の方々を対象とした「日本の人事部 ＨＲアカデ

ミー」ならびに新たな「人と組織」の可能性を創るＨＲサービス業界に従事する方々を対象とした「日本の人事

部 ＨＲスクール」を、6月より開校いたしますので、お知らせいたします。 

 

詳細につきましては、添付のプレスリリースをご覧ください。 

 

以 上 



＜添付 1＞ 

2016 年４月 27 日 

プレスリリース／報道関係者各位 

 

代表取締役社長 林 城 

 

人事の学び場 

「日本の人事部 ＨＲアカデミー」2016 年 6 月開校 

 

日本最大のＨＲネットワーク『日本の人事部』を運営する株式会社アイ・キュー（本社：東京都港

区 代表者：代表取締役社長 林 城）は、“人事の学び場”として、「日本の人事部 ＨＲアカデミ

ー」を 2016 年 6 月に開校いたします。 

 

（ http://jinjibu.jp/hra/ ） 

 

■「日本の人事部 ＨＲアカデミー」とは 

「日本の人事部 ＨＲアカデミー」は、日本全国の企業人事の方々を対象とした講座となります。

2016 年度は夏期講座として 6月～9月、冬期講座として 12 月～3月に実施し、合計 20 講座、のべ

700 人の受講を見込みます。 

 

特徴 1.  

日本最大のＨＲネットワーク『日本の人事部』が厳選した人事エグゼクティブ、次世代人事リーダ

ーが講師。 

「日本の人事部 ＨＲアカデミー」開校にあたり、講師陣はすべて『日本の人事部』ネットワーク

より厳選した、人事課題の最前線に立つ人事エグゼクティブ、次世代人事リーダーとしました。経

験豊富な講師陣より、長年の人事経験を通じて得られた知見、培われてきたフィロソフィー、人事

として忘れてはいけないこと。また、日々の取り組みの中から得られた気付きについて、当事者か

らリアルな声としてお届けします。  

 

特徴 2. 

重要 10 テーマを、「概念・原理原則」と「実務・取り組み事例」から学ぶ。 

2016 年度は人事にとって重要なテーマを 10 に分けて、それぞれについて「概念・原理原則」を考

える講座と、「実務・取り組み事例」から考える講座をご用意しました（合計 20 コマ）。6月開始

の夏期講座では「ビジョンとカルチャー、制度、人材開発、組織、戦略人事」について学び、12

月開始の冬期講座では「採用、ダイバーシティ&インクルージョン、チェンジマネジメント、働き

方、ＨＲアナリティクス」について学びます。 



企業人事同士が学び合う、人事の学びの決定版「日本の人事部 ＨＲアカデミー」。皆さまのお申し

込みをお待ちしています。 

 

 

■「日本の人事部 ＨＲアカデミー（2016 夏期講座）」に登壇する企業人事（一部紹介） 

落合 亨氏 （ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 バイスプレジデント 人事・総務担当） 

有沢 正人氏 （カゴメ株式会社 執行役員 経営企画本部 人事部長） 

島田 由香氏 （ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社  取締役 人事総務本部長） 

曽山 哲人氏 （株式会社サイバーエージェント 執行役員 人事統括本部長） 

有賀 誠氏 （日本ヒューレット・パッカード株式会社 取締役 執行役員 人事統括本部長） 

篠塚 寛訓氏 （アマゾン ジャパン株式会社 Manager, Talent Acquisition） 

岡部 峰之氏 （GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 人事本部 マネージャー） 

田村 寿浩氏 （株式会社博報堂 人材開発戦略室 キャリアデザイングループ グループマネージ

ャー） 

渋谷 和久氏 （スリーエム ジャパン株式会社 人事本部 人事統轄部長） 

瀬名波 文野氏 （株式会社リクルートホールディングス グローバル人事統括室 室長） 

 

 

■『日本の人事部』（ http://jinjibu.jp/ ）とは 

会員数 88,000 名、上場企業の利用率 95％、日本最大のＨＲネットワークを持つポータルサイト。

経営者・管理職・人事担当者向けに最新情報や戦略的な事例・ノウハウ・全国のＨＲビジネス情報

を提供。 

 

 

■会社概要・お問い合わせ 

株式会社アイ・キュー（ http://www.iqiq.co.jp/ ） 

「ＨＲアカデミー」事務局 

住所 ： 東京都港区赤坂 4-1-30 AKABISHI-2 ビル 

電話 ： 03－3560－1919 

mail：hr-academy@jinjibu.jp 



＜添付 2＞ 

2016 年４月 27 日 

プレスリリース／報道関係者各位 

 

代表取締役社長 林 城 

 

人材サービス業界の学び場 

「日本の人事部 ＨＲスクール」2016 年 6 月開校 

 

日本最大のＨＲネットワーク『日本の人事部』を運営する株式会社アイ・キュー（本社：東京都港

区 代表者：代表取締役社長 林 城）は、“ＨＲサービス業界の学び場”として、「日本の人事部 Ｈ

Ｒスクール」を 2016 年 6 月に開校いたします。 

 

 （ http://jinjibu.jp/hrs/ ） 

 

 

■「日本の人事部 ＨＲスクール」とは 

「日本の人事部 ＨＲスクール」は、企業の人事プロフェッショナルとともに新たな「人と組織」

の可能性をつくる“ＨＲサービス業界”に従事している方々を対象とした講座となります。 

 

初年度である 2016 年度は、『日本の人事部』が発刊する大規模調査『人事白書 2016』の集計・分

析結果を元に、ＨＲ各テーマにおける最新トレンドを定量・定性の両側面から企業人事や専門家が

解説する「人事白書 2016 講座」。および、企業人事のリアルな問題に対して受講生たちが所属企業

の垣根を超えてソリューションを考える共創型講座「提案力養成講座」を開催します。 

 

 

 



2016 年度は夏期講座として 6月～9月、冬期講座として 12 月～3月に実施。のべ 600 人の受講を

見込みます。 

 

求人メディア、人材紹介、人材派遣、研修サービス、人事コンサルティング、人事アウトソーシン

グ、福利厚生サービスなどのプロフェッショナルが集い、ＨＲサービス業界の未来を創る「日本の

人事部 ＨＲスクール」。皆さまのお申し込みをお待ちしています。 

 

 

■「日本の人事部 ＨＲスクール（2016 夏期講座）」に登壇する企業人事および専門家（一部紹介） 

・杉浦 正和氏 （早稲田大学大学院 経営管理研究科 教授） 

・岡田 美紀子氏 （GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 人事本部 マネージャー） 

・蓮見 勇太氏 （AIG ジャパン ヘッド・オブ・ダイバーシティ＆インクルージョン） 

・上野 勇氏 （株式会社セプテーニ・ホールディングス 専務取締役） 

・進藤 竜也氏 （株式会社セプテーニ・ホールディングス 人的資産研究所） 

・佐藤 タカトシ氏 （core words 株式会社 CEO/Creative Director） 

・河合 聡一郎氏 （ラクスル株式会社 経営管理部 人事・労務グループ マネージャー） 

 

 

■『日本の人事部』（ http://jinjibu.jp/ ）とは 

会員数 88,000 名、上場企業の利用率 95％、日本最大のＨＲネットワークを持つポータルサイト。

経営者・管理職・人事担当者向けに最新情報や戦略的な事例・ノウハウ・全国のＨＲビジネス情報

を提供。 

 

 

■会社概要・お問い合わせ 

株式会社アイ・キュー（ http://www.iqiq.co.jp/ ） 

「ＨＲスクール」事務局 

住所 ： 東京都港区赤坂 4-1-30 AKABISHI-2 ビル 

電話 ： 03－3560－1919 

mail：hr-school@jinjibu.jp 
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