就職コンサルタント

福島 直樹
ふくしま なおき

1966 年長野県生まれ。1989 年上智大学文学部史学科卒業。同年株式会
社博報堂に入社し、国際業務局にてヨーロッパ関連の業務に従事。学生
の就職相談にも応える。同社退社後、1993 年より就職コンサルタント
として就職・採用にかかわる執筆、講演活動を行う。また、ボランティ
アでメールを利用した「福島直樹の見えない就職ゼミ（学生無料）」を
主宰。同時に社会人の転職相談（無料）にものる。企業の採用コンサル
ティングでは戦略立案、選考実施なども担当。
『就職ジャーナル』、
『DODA』
、
東京商工会議所ウェブサイト、NHK、フジテレビ、FM 東京、J-WAVE 等の
番組、CF 出演。FM サルースでは一年にわたり就職番組のパーソナリテ
ィを、日経 CNBC では番組『福島直樹の就職の常識を疑え！』のメイン
パーソナリティを担当。主な著作は 32 冊（年度版含む）
。就活漫画「銀
のアンカー」
（集英社）では監修を担当。
年間 160 回を超える講演を行う。

講演実績
＜四年制大学＞
●私立大学（大学及び大学生協主催）
愛知大学・愛知学院大学・青山学院大学・朝日大学・麻布大学・亜細亜大学
石巻専修大学・英知大学・桜花学園大学・大阪経済法科大学・大阪国際大学
大阪学院大学・大阪商業大学・大谷大学・神奈川大学・神奈川工科大学
鎌倉女子大学・関西福祉大学・岐阜経済大学・九州国際大学・京都造形芸術大学
共立女子大学杏林大学・光華女子大学・皇學館大学・神戸国際大学
神戸芸術工科大学・工学院大学・甲南大学・國學院大學・国際武道大学
国士舘大学・駒沢女子大学・駒澤大学・札幌国際大学・産能大学
静岡英和女学院大学・静岡産業大学・実践女子大学・四天王寺大学・淑徳大学
上智大学・湘南工科大学・昭和女子大学・女子栄養大学・白百合女子大学
駿河台大学・聖学院大学・成城大学・聖徳大学・西武文理大学・洗足学園大学
創価大学・大正大学・大同工業大学・千葉工業大学・中央学院大学・中央大学
津田塾大学・帝京平成大学・帝京大学・帝塚山大学・天理大学・東海学園大学
東海大学・東京家政大学・東京経済大学・東京工科大学・東京工芸大学
東京国際大学・東京純心女子大学・東京情報大学・東京成徳大学
東京造形大学・東京電機大学・東京都市大学（武蔵工業大学）
・東京農業大学
東京理科大学・東邦大学・東洋学園大学・東洋大学・獨協大学・豊橋創造大学
奈良大学・日本工業大学・日本獣医生命科学大学・日本女子体育大学
日本女子大学・日本体育大学・日本大学国際関係学部・日本大学商学部
日本大学生物資源科学部・日本大学文理学部・日本大学法学部・日本大学薬学部
日本大学理工学部・花園大学・阪南大学・福岡工業大学・福岡大学
藤女子大学・プール学院大学・文化学園大学・平成国際大学・法政大学
北陸大学・北海道情報大学・北海道東海大学・北海道文教大学・松阪大学
武蔵大学・武蔵野大学・明海大学・明治大学・目白大学・横浜商科大学
立正大学・立命館大学・和光大学・和洋女子大学・早稲田大学
● 国公立大学（大学及び大学生協主催）
お茶の水女子大学・鹿屋体育大学・釧路公立大学・滋賀県立大学
静岡県立大学・静岡文化芸術大学・職業能力開発大学校・千葉大学
電気通信大学・東京大学・東京外国語大学・東京学芸大学・東京農工大学
東北大学・長崎大学・奈良女子大学・宮城教育大学・横浜国立大学
＜短期大学＞（大学及び大学生協主催）
愛知学院大学短期大学部・静岡英和女学院短期大学・成城大学短期大学部
実践女子短期大学・中京短期大学・戸板女子短期大学・東京成徳短期大学
豊橋創造短期大学部

＜専門学校＞
ECC グループ・エイベックスアーティストアカデミー
お茶の水スクールオブビジネス・桑沢デザイン研究所・国際ビジネスカレッジ
札幌ビズネスアカデミー専門学校・情報科学専門学校・杉野学園
東京国際情報ビジネス専門学校・東京デザイナー学院・日本工学院専門学校
日本電子専門学校・浜松情報専門学校・ホスピタリティツーリズム専門学校大阪
大阪ブライダル専門学校・大阪ホテル専門学校・大阪テーマパーク
ダンス専門学校
＜企業向け講演、新入社員研修など＞
トヨタ自動車（株）
日本生命（相）
（株）商船三井
（株）リコー
（株）ヤマノビューティーメイト
（株）セキド
（株）学生援護会
東京商工会議所
日本工学院専門学校
静岡英和学院大学

主な書籍・メディア出演
『
「銀のアンカー」式 無敵の就活パーフェクトナビ 2019』（監修、TAC 出版）
『
「銀のアンカー」式 無敵の就活パーフェクトナビ 2018』（監修、TAC 出版）
『
「銀のアンカー」式 無敵の就活パーフェクトナビ 2017』（監修、TAC 出版）
『
「銀のアンカー」式 無敵の就活パーフェクトナビ 2016』（監修、TAC 出版）
『
「銀のアンカー」式 無敵の面接 2017』
（監修、TAC 出版）
『
「銀のアンカー」式 無敵の面接 2016』
（監修、TAC 出版）
『内定を決める 就活 要するに ここが知りたい!2015』（実務教育出版）
『内定を決める 就活 要するに ここが知りたい!2014』（実務教育出版）
『内定を決める 就活 要するに ここが知りたい!2013』（実務教育出版）
『内定を決める 就活 要するに ここが知りたい!2012』（実務教育出版）
『内定を決める 就活 要するに ここが知りたい!2011』（実務教育出版）
『内定を決める 就活 要するに ここが知りたい!2010』（実務教育出版）
『内定はこれで勝ち取った！すぐに役立つ 就活攻略必勝法』（文芸社）
『第 2 新卒の「就職力」
』
（弘文堂）
『超速マスター！就職活動こまったときのなるほど！ブック』
（高橋書店）

『就職！2004 君はなぜ就活を楽しめないのか』（学生援護会）
『就職！2003』
（学生援護会）
『就職！2002』
（学生援護会）
『就職！2001』
（学生援護会）
『就職！2000』
（学生援護会）
『就職！99』
（学生援護会）
『就職！98』
（学生援護会）
『就職！97』
（学生援護会）
『就職レッスン DVD 自己分析の福島直樹』
（学生援護会）
『就職！！インターンシップ』
（監修、学生援護会）
『
「やりたいこと」を実現させるホンネの会社選び』
（日経事業出版社）
『福島直樹の就職なんでも相談室』
（日経事業出版社）
『インターネットで就職しよう！』
（ナツメ社）
『面接突破！自分探しの就職術』（共著、TBS ブリタニカ）
『就職情報源』
（共著、ダイヤモンドビッグ社）
『常識&マナー』
『就職活動 面接編』
『就職活動 女子編』
（ビデオ/企画・出演）
『就職活動 成功の法則 95』
（編集協力、ダイヤモンド社）
『学歴フィルター』
（2018 年 小学館）
FM 東京『サントリー・ウェイティングバー・アバンティ』（出演、92 年〜2011 年）
TBS ラジオ「就職活動 成功の法則」（出演、1996 年）
NHK『おはよう日本』
（出演、97 年 4 月、98 年 4 月）
NHK 教育『世の中探検隊』
（出演、98 年 8 月、10 月）
J-WAVE『IBM インターネット・ライブ』
（CM 出演、99 年 5 月～）
フジ TV『NONFIX・東大物語』
（出演、01 年 3 月）
テレビ朝日「スーパーJ チャンネル」、
（出演、03 年）

FM サルース「福島直樹の My Company Style」
（出演、05 年、約 50 本）
日経 CNBC「福島直樹の就活の常識を疑え」（MC 出演、07 年、9 本）
日経新聞『スマートフォン』
（記事広告、11 年 3 月）
FM サルース「ロダンタイムス」
（出演、11 年 8 月）
J-WAVE『ハロー・ワールド』
（出演、11 年 9 月）
日経新聞「日経就職サクセス WEB」(連載、10 年)
http://www.nikkei4946.com/nas/scweb/pickup/fukushima/index.html
読売新聞キャンパススコープ「就職特集」（記事執筆、14 年）
下野新聞「就職特集」
（記事執筆、11 年〜18 年）

講演活動（大学、短大、専門学校以外）
「面接直前セミナー」
（ダイヤモンドビッグ社主催、大阪サンケイホール・日比谷公会堂）
「東急百貨店リクルートセミナー」
（東急東横店主催）
「ながさき就職フォーラム」
（長崎県主催）
「オフィスマナー・カレッジ」
（着物のハクビ主催、96 年4 月）
「サリダ『私の仕事選び』フェア」
（学生援護会主催、96 年7 月、大阪）
「女子学生就職支援シンポジウム」
（山口県商工労働部主催、96 年12 月・97 年12 月）
「横河電機 計測制御・情報処理テクノロジーセミナー」
（横河電機・学生援護会共催、97 年2 月、東京）
「サリダ なるにはメッセ」
（学生援護会主催、97 年4 月・98年4 月）
「ジョブオアシス／面接突破ゼミ」
（学生援護会主催、95 年～97 年）
「早稲田マスコミセミナー」
（98 年10 月・12 月）
「That’s 就職ガイダンス」
（学生援護会主催、98 年2 月）
「就職解体新書合同企業研究フェア」
（学生援護会主催、98 年・2001 年・02 年・03 年）
「企業説明会」
（株式会社アコレ主催、98 年3・4 月）
「新卒合同企業説明会」
（株式会社めんこいエンタープライズ主催、2000 年2 月）
「学生のための職業意識啓発セミナー」
（茨城県商工労働部主催、2000 年2 月）
「関西六大学合同合宿セミナー」
（2000 年12 月）
「高校生就職ガイダンス」
（厚生労働省主催、03～11 年、13 年）
「就職活動準備フェア」 （東京労働局主催 03～10 年、12 年）
「日経キャリアフォーラム・WEB 番組」
（ディスコ主催、12 年）
「伊勢丹ガール・就職フェア」
（三越伊勢丹主催、12 年）
「日経新聞・就職サクセスセミナー」（日経新聞主催、10 年〜12 年）
「マイナビ・就活力アップ集中講座」（マイナビ主催、13 年）
「大学生協主催 合同会社説明会 講演会」
（大学生協主催、06〜15 年）

お問い合わせ先
株式会社ソーシャルデザイニング研究所
担当：三村
〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-7-10 浅野ビル 3F
Tel. 03-3264-4261 Fax. 03-3264-4267
e-mail.mimu@sd-lab.co.jp

