
■ 株式会社ライズの人材育成
「ライズ」とは、サンライズで上昇することをイメージした

社名です。会社のビジョンとして「愛」と「感謝」と「成長」

という3つのキーワードを掲げ、人材育成の研修事業をメ

インに活動しています。設立当初は、広告の仕事をしなが

ら人材育成の在り方を模索していて、自分なりに取捨選択

していった結果、次第にリーダー研修や次世代リーダー研

修を中心としたビジネスの形ができてきました。また、キャ

リアコンサルタントの資格を生かし、1対1の面談による、

学生や社会人の就職支援・転職支援を行うこともありま

す。飛躍的ではなくコツコツと継続することや、研修を通

じて確かな変化を実感していただけていることを大切にして

　企業における社員研修も、昨今では、社会環境の変化

や価値観の多様化に伴い、自社の持続的発展に繋がる人

材を育成するとともに、イノベーションを起こす人材の育成

が求められています。

　そのような中で、いま注目を集めているのが、「働き方改

革」や「人づくり革命」において重要政策のひとつとされる

「リカレント教育」です。「リカレント教育」とは、教育機関

（義務教育～大学等）を卒業した社会人が、必要に応じて

繰り返し「学び直し」を行える教育システムのこと。これか

らの 「人生100年時代」を新たなチャレンジ機会として、

キャリアアップやスキル習得など、自身の能力をさらに発

揮するために、「学び直し」の場が求められています。

　そこで今回は、当所の実務研修講座やリカレントセミ

ナーにて講師を務めていただいた、株式会社ライズ代表取

締役  髙尾英正氏に、人材育成の取り組みや話題のリカレ

ント教育についてお話を伺いました。

１. 企業の人材育成とリカレント教育

中期方針
「人材育成支援」

人材育成支援の取り組み
～リカレント教育（社会人の学び直し）とは～

株式会社ライズ（RISE）
代表取締役
髙尾 英正氏

います。その成果もあり、お付き合いが今年で7年目に突

入するクライアントもいます。

具体的に「研修を受ける前と後では明らかに考え方が変

わった」などの感想を頂けており、当社を選んでくださった

理由とその成果を実感できたときは、やはり嬉しいです。

最近は、そうした講座の様子やクライアントの声を動画に

してホームページのトップとYouTubeにアップロードしてい

ます。

■ リカレント教育について
リカレント教育という言葉は、歴史は古く、国・企業・

学校、そこに個人という4つの視点があり、そのうちの国

が昨今話題の働き方改革にこの言葉を連動させています。

また、内閣府による「人生100年時代構想会議」でその内

容が謳われています。ただ、この話題のリカレント教育に

ついて、実際に色々な方にお話を伺ってみますと、現役世

代の社会人や中小企業の間では、まだほとんど知られてい

ないという実態も把握できました。

リカレント教育というのはつまり、学び直す機会です。

それを通じて自分の資格をバージョンアップさせたり、ス

キルを習得したりする。他にもマインドを養ったり、新たな

資格を取得したりしても良いでしょう。しかし、それも仕事

と連動させなければ、学びは趣味の世界に収まってしまい

ます。個人が今後、どのような立場で、どのように在りた

いのか。その価値観に基づき、学び直すことが大切だと

思っています。

一方で、大学の担当者等に話を聞いてみると、大学ご

とに傾向はあるものの、開かれた大学にしたいという意識

は共通していて、地域向けに公開講座などを実施している

とのことでした。今回の働き方改革において、国は受講に

あたっての補助金を準備したり、大学はプログラムを短く

したりするなど対策を講じていますが、仕事が忙しくてまと

まった時間が取れないことや費用面のハードルに加え、高

めた教養が自身のキャリアアップに繋がりづらいなど、社

会人にとっては参加しにくい現状がまだ残っています。それ

をどのように払拭していくかが課題だと感じました。

そうした社会人に対し、リカレント教育というものをどの

ように伝えていくのかということを考えています。価値観が

多様化していると言われて久しい中で、自分自身のアイデ

ンティティや拠りどころとなる価値観・モチベーションを見

出し、自身の仕事に取り組むための原動力が何なのかを見

極められるようになることが理想です。例えば、資格を

もっと取りたい、仕事はある程度でいいから趣味を充実さ

せたい、今とは異なる仕事をしたいから今後3年で資格を

取りたいなど、自分の中でそれを定められれば、もっと楽

しくなると思います。

■ これからの働き方について
　 経営者・社会人に向けたメッセージ
社会人として、これからを考えていくにつれ、「学び」と

「仕事」が一体化するときがくると思います。そして、その

学びは人生設計に繋がり、いずれ喜びに繋がります。

ご自身のこれまで生きてきた人生の中での思い出や経験

を振り返り、現状を把握した上で、興味があることに目を

向けましょう！一歩踏み出しましょう！というのが、私のメッ

セージです。価値観が多様化している今だからこそ、学び

直しをしてみませんか。

そして、企業を成り立たせるためには、ヒト・モノ・カ

ネ・情報といった様々な要素がありますが、「企業は人な

り」という言葉があるように、人があっての組織だと思いま

す。個人の成長なしに会社の成長もないと思いますので、

そうやって学び続ける人を大事にしてほしいと思います。

〈略歴〉大手就職情報会社（株式会社リ
クルート）で企業の新卒・社会人採用コ
ンサルタントを経て、スポーツジムの運営
や、地元広告代理店で取締役として組
織運営・管理業務に従事した後、株式
会社ライズを創業し、研修関連事業を中
心に、就職・採用支援事業を展開中。
企業向け管理職研修、リーダー向け研
修、若手社員スキルアップ研修などを行
う。2017年度は、企業研修でのべ680
名の管理職・リーダー向け研修など豊富
な実績あり。
【保有資格】国家資格キャリアコンサルタ
ント、JCDA認定キャリア・デベロップメ
ント・アドバイザー、2級心理カウンセ
ラー（日本プロキャリアカウンセリング協
会）、メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種

福岡市博多区博多駅前2-4-12　タイセイビル4F
TEL 092-292-6950　FAX 092-292-6951
事業内容： ⑴ 組織活性支援事業

⑵ 就職・転職支援事業
⑶ 採用支援事業
⑷ メンタルヘルス支援事業（株式会社D4提携）　他

URL : https://www.rise-f.net/
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代表取締役　髙尾 英正氏

特 集

04 2018  OCTOBER ︱ 福岡商工会議所 NEWS



■ 株式会社ライズの人材育成
「ライズ」とは、サンライズで上昇することをイメージした

社名です。会社のビジョンとして「愛」と「感謝」と「成長」

という3つのキーワードを掲げ、人材育成の研修事業をメ

インに活動しています。設立当初は、広告の仕事をしなが

ら人材育成の在り方を模索していて、自分なりに取捨選択

していった結果、次第にリーダー研修や次世代リーダー研

修を中心としたビジネスの形ができてきました。また、キャ

リアコンサルタントの資格を生かし、1対1の面談による、

学生や社会人の就職支援・転職支援を行うこともありま

す。飛躍的ではなくコツコツと継続することや、研修を通

じて確かな変化を実感していただけていることを大切にして

　企業における社員研修も、昨今では、社会環境の変化

や価値観の多様化に伴い、自社の持続的発展に繋がる人

材を育成するとともに、イノベーションを起こす人材の育成

が求められています。

　そのような中で、いま注目を集めているのが、「働き方改

革」や「人づくり革命」において重要政策のひとつとされる

「リカレント教育」です。「リカレント教育」とは、教育機関

（義務教育～大学等）を卒業した社会人が、必要に応じて

繰り返し「学び直し」を行える教育システムのこと。これか

らの 「人生100年時代」を新たなチャレンジ機会として、

キャリアアップやスキル習得など、自身の能力をさらに発

揮するために、「学び直し」の場が求められています。

　そこで今回は、当所の実務研修講座やリカレントセミ

ナーにて講師を務めていただいた、株式会社ライズ代表取

締役  髙尾英正氏に、人材育成の取り組みや話題のリカレ

ント教育についてお話を伺いました。

１. 企業の人材育成とリカレント教育

中期方針
「人材育成支援」

人材育成支援の取り組み
～リカレント教育（社会人の学び直し）とは～

株式会社ライズ（RISE）
代表取締役
髙尾 英正氏

います。その成果もあり、お付き合いが今年で7年目に突

入するクライアントもいます。

具体的に「研修を受ける前と後では明らかに考え方が変

わった」などの感想を頂けており、当社を選んでくださった

理由とその成果を実感できたときは、やはり嬉しいです。

最近は、そうした講座の様子やクライアントの声を動画に

してホームページのトップとYouTubeにアップロードしてい

ます。

■ リカレント教育について
リカレント教育という言葉は、歴史は古く、国・企業・

学校、そこに個人という4つの視点があり、そのうちの国

が昨今話題の働き方改革にこの言葉を連動させています。

また、内閣府による「人生100年時代構想会議」でその内

容が謳われています。ただ、この話題のリカレント教育に

ついて、実際に色々な方にお話を伺ってみますと、現役世

代の社会人や中小企業の間では、まだほとんど知られてい

ないという実態も把握できました。

リカレント教育というのはつまり、学び直す機会です。

それを通じて自分の資格をバージョンアップさせたり、ス

キルを習得したりする。他にもマインドを養ったり、新たな

資格を取得したりしても良いでしょう。しかし、それも仕事

と連動させなければ、学びは趣味の世界に収まってしまい

ます。個人が今後、どのような立場で、どのように在りた

いのか。その価値観に基づき、学び直すことが大切だと

思っています。

一方で、大学の担当者等に話を聞いてみると、大学ご

とに傾向はあるものの、開かれた大学にしたいという意識

は共通していて、地域向けに公開講座などを実施している

とのことでした。今回の働き方改革において、国は受講に

あたっての補助金を準備したり、大学はプログラムを短く

したりするなど対策を講じていますが、仕事が忙しくてまと

まった時間が取れないことや費用面のハードルに加え、高

めた教養が自身のキャリアアップに繋がりづらいなど、社

会人にとっては参加しにくい現状がまだ残っています。それ

をどのように払拭していくかが課題だと感じました。

そうした社会人に対し、リカレント教育というものをどの

ように伝えていくのかということを考えています。価値観が

多様化していると言われて久しい中で、自分自身のアイデ

ンティティや拠りどころとなる価値観・モチベーションを見

出し、自身の仕事に取り組むための原動力が何なのかを見

極められるようになることが理想です。例えば、資格を

もっと取りたい、仕事はある程度でいいから趣味を充実さ

せたい、今とは異なる仕事をしたいから今後3年で資格を

取りたいなど、自分の中でそれを定められれば、もっと楽

しくなると思います。

■ これからの働き方について
　 経営者・社会人に向けたメッセージ
社会人として、これからを考えていくにつれ、「学び」と

「仕事」が一体化するときがくると思います。そして、その

学びは人生設計に繋がり、いずれ喜びに繋がります。

ご自身のこれまで生きてきた人生の中での思い出や経験

を振り返り、現状を把握した上で、興味があることに目を

向けましょう！一歩踏み出しましょう！というのが、私のメッ

セージです。価値観が多様化している今だからこそ、学び

直しをしてみませんか。

そして、企業を成り立たせるためには、ヒト・モノ・カ

ネ・情報といった様々な要素がありますが、「企業は人な

り」という言葉があるように、人があっての組織だと思いま

す。個人の成長なしに会社の成長もないと思いますので、

そうやって学び続ける人を大事にしてほしいと思います。

〈略歴〉大手就職情報会社（株式会社リ
クルート）で企業の新卒・社会人採用コ
ンサルタントを経て、スポーツジムの運営
や、地元広告代理店で取締役として組
織運営・管理業務に従事した後、株式
会社ライズを創業し、研修関連事業を中
心に、就職・採用支援事業を展開中。
企業向け管理職研修、リーダー向け研
修、若手社員スキルアップ研修などを行
う。2017年度は、企業研修でのべ680
名の管理職・リーダー向け研修など豊富
な実績あり。
【保有資格】国家資格キャリアコンサルタ
ント、JCDA認定キャリア・デベロップメ
ント・アドバイザー、2級心理カウンセ
ラー（日本プロキャリアカウンセリング協
会）、メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種

福岡市博多区博多駅前2-4-12　タイセイビル4F
TEL 092-292-6950　FAX 092-292-6951
事業内容： ⑴ 組織活性支援事業

⑵ 就職・転職支援事業
⑶ 採用支援事業
⑷ メンタルヘルス支援事業（株式会社D4提携）　他

URL : https://www.rise-f.net/

〈企業概要〉

株式会社ライズ（RISE）
代表取締役　髙尾 英正氏

特 集

05福岡商工会議所 NEWS ︱ 2018  OCTOBER



２. 福岡商工会議所の人材育成支援メニュー

A. 従業員の基礎能力を高める

　企業は従業員の仕事の質を高めていくために、さまざま

な研修を実施し、能力開発、知識・スキルアップを図って

いかなくてはなりません。

　当所では、社会変化や価値観の多様化に対応しうる企

業が求める人材育成に貢献します。対面型・Web型研修

をはじめ、即戦力に役立つ支援メニューを取り揃えており

ますので、是非、御社の人材育成にご活用ください。

❶ 実務研修講座
　新入社員・若手社員・中堅社員・管理職といった階層

や総務人事・経理・営業の職種、コミュニケーションとい

うカテゴリーに分かれた実践的な社外研修のメニュー

（Off-JT）です。

❷ 出前講座
　自社開催希望の企業へ講師を派遣いたします。

　カテゴリ、カリキュラム、講師の選定、料金など、打ち

合わせさせていただきます。

❸ eラーニング
　企業におけるマネジメント知識を効率的かつ手軽に習得

度を測定してもらいます。社員教育や自己啓発に、いつで

も・どこでも・どんな時でも学べます！

⑴ 日本経営協会と提携し、各種コースをご提供
　コース内容は「タイムマネジメント」「ビジネスマナー」「ビ

ジネス文書」「経済教養」「ビジュアル資料作成」「異文化/

多文化おもてなし」「パーソナルカラー＆ヘアメイク」「LGBT

の基本理解」「情報セキュリティ」「よく分かるExcel2016」

「よく分かるWord2016」「よく分かるPowerPoint2016」な

ど。 ※順次メニューを追加

⑵ ビジネスマネジメントBasic（東京商工会議所主催）
　業種・職種を問わず、管理職として知っておきたい知識

をWEBで診断します。

　ビジネスマネジャー検定試験公式テキストにおける5つ

の分野（マネジャーの役割と心構え、人と組織のマネジメ

ント、業務のマネジメント、リスクのマネジメント、それら

を踏まえた応用問題）におけるマネジメント知識の習得度を

客観的に測定できる診断ツールです。

本記事全般に関するお問い合わせ／会員サービス部　検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2169

〈受講料（1日コースの場合）〉
  会員 ……………… 15,430円他
  一般・特商 ……… 22,630円他
※詳しい講座内容及び受講料については、ホームページでご確認ください。

〈受 講 料〉 会員 ……………… 1ID　2,500円
　　　　　 一般・特商 ……… 1ID　3,000円
〈受講期間〉 30日間

〈試験日程〉 24時間365日
〈試験会場〉 ネット環境があればどこでも可
〈試験時間〉 60分
〈設 問 数〉 60問
〈受 験 料〉 4,320円

演習も多く、自分で考える時間もあ
り、理解が深まった。実践的でた
めになった、他業種の方と意見交
換できて良い刺激を受けた、自身の
営業について知識がひろがった。

B. 仕事に必要な専門知識を身につける

❶ パソコンスクール
　パソコン初心者の方か

ら、ホームページ作成、

プレゼンテーション、デー

タベース管理をしたい方ま

で、各種コンテンツを揃え

ております。

❷ 検定試験対策講座
　キャリアアップをはかる資格取得を支援します。

❸ キャリアアップ支援プログラム
　LEC東京リーガルマインド福岡本校と提携し、各種資格

取得のための講座をご提供しております。「社内でスキル

アップを目指したい！」「挑戦したい！」とお考えの方、是非

ご活用ください。

〈主な講座メニュー〉
  ・教養講座（パソコン入門、ワード、エクセル、
　  パワーポイント、アクセス など）
  ・資格対策講座（日商PC・簿記・リテールマーケ
　  ティング（販売士）検定 など）
  ・趣味講座（筆ぐるめ・デジカメ・水彩画入門）
〈料　　金〉 1,000円（50分税込）入会金なし
〈追加料金〉 ・機器使用料1回200円（50分） 会員無料
　　　　　・教室維持費1カ月1,200円

〈簿記検定試験対策講座〉
  ・3級土曜日講座（6日間）
  ・3級・2級WEB講座
  ・3級・2級直前最終チェック講座
〈メンタルヘルス検定試験対策講座〉 
  ・Ⅱ種（ラインケアコース）対策講座
※詳しい講座内容及び受講料については、ホームページでご確認ください。

〈講座〉
  ・宅地建物取引士、社会保険労務士、FP、
　 中小企業診断士 など
〈特典〉
  ・会員の皆様は、一般価格より20%offでご受講い
　 ただけます。

「学び直し講座」開講予定（企画中）
仕事に必要な実践的・専門的なプログラムを提供。

受講者の声

■当所人材育成支援　イメージ図
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２. 福岡商工会議所の人材育成支援メニュー

A. 従業員の基礎能力を高める

　企業は従業員の仕事の質を高めていくために、さまざま

な研修を実施し、能力開発、知識・スキルアップを図って

いかなくてはなりません。

　当所では、社会変化や価値観の多様化に対応しうる企

業が求める人材育成に貢献します。対面型・Web型研修

をはじめ、即戦力に役立つ支援メニューを取り揃えており

ますので、是非、御社の人材育成にご活用ください。

❶ 実務研修講座
　新入社員・若手社員・中堅社員・管理職といった階層

や総務人事・経理・営業の職種、コミュニケーションとい

うカテゴリーに分かれた実践的な社外研修のメニュー

（Off-JT）です。

❷ 出前講座
　自社開催希望の企業へ講師を派遣いたします。

　カテゴリ、カリキュラム、講師の選定、料金など、打ち

合わせさせていただきます。

❸ eラーニング
　企業におけるマネジメント知識を効率的かつ手軽に習得

度を測定してもらいます。社員教育や自己啓発に、いつで

も・どこでも・どんな時でも学べます！

⑴ 日本経営協会と提携し、各種コースをご提供
　コース内容は「タイムマネジメント」「ビジネスマナー」「ビ

ジネス文書」「経済教養」「ビジュアル資料作成」「異文化/

多文化おもてなし」「パーソナルカラー＆ヘアメイク」「LGBT

の基本理解」「情報セキュリティ」「よく分かるExcel2016」

「よく分かるWord2016」「よく分かるPowerPoint2016」な

ど。 ※順次メニューを追加

⑵ ビジネスマネジメントBasic（東京商工会議所主催）
　業種・職種を問わず、管理職として知っておきたい知識

をWEBで診断します。

　ビジネスマネジャー検定試験公式テキストにおける5つ

の分野（マネジャーの役割と心構え、人と組織のマネジメ

ント、業務のマネジメント、リスクのマネジメント、それら

を踏まえた応用問題）におけるマネジメント知識の習得度を

客観的に測定できる診断ツールです。

本記事全般に関するお問い合わせ／会員サービス部　検定・企業研修グループ　TEL 092-441-2169

〈受講料（1日コースの場合）〉
  会員 ……………… 15,430円他
  一般・特商 ……… 22,630円他
※詳しい講座内容及び受講料については、ホームページでご確認ください。

〈受 講 料〉 会員 ……………… 1ID　2,500円
　　　　　 一般・特商 ……… 1ID　3,000円
〈受講期間〉 30日間

〈試験日程〉 24時間365日
〈試験会場〉 ネット環境があればどこでも可
〈試験時間〉 60分
〈設 問 数〉 60問
〈受 験 料〉 4,320円

演習も多く、自分で考える時間もあ
り、理解が深まった。実践的でた
めになった、他業種の方と意見交
換できて良い刺激を受けた、自身の
営業について知識がひろがった。

B. 仕事に必要な専門知識を身につける

❶ パソコンスクール
　パソコン初心者の方か

ら、ホームページ作成、

プレゼンテーション、デー

タベース管理をしたい方ま

で、各種コンテンツを揃え

ております。

❷ 検定試験対策講座
　キャリアアップをはかる資格取得を支援します。
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取得のための講座をご提供しております。「社内でスキル

アップを目指したい！」「挑戦したい！」とお考えの方、是非

ご活用ください。

〈主な講座メニュー〉
  ・教養講座（パソコン入門、ワード、エクセル、
　  パワーポイント、アクセス など）
  ・資格対策講座（日商PC・簿記・リテールマーケ
　  ティング（販売士）検定 など）
  ・趣味講座（筆ぐるめ・デジカメ・水彩画入門）
〈料　　金〉 1,000円（50分税込）入会金なし
〈追加料金〉 ・機器使用料1回200円（50分） 会員無料
　　　　　・教室維持費1カ月1,200円

〈簿記検定試験対策講座〉
  ・3級土曜日講座（6日間）
  ・3級・2級WEB講座
  ・3級・2級直前最終チェック講座
〈メンタルヘルス検定試験対策講座〉 
  ・Ⅱ種（ラインケアコース）対策講座
※詳しい講座内容及び受講料については、ホームページでご確認ください。
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  ・宅地建物取引士、社会保険労務士、FP、
　 中小企業診断士 など
〈特典〉
  ・会員の皆様は、一般価格より20%offでご受講い
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「学び直し講座」開講予定（企画中）
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