
 

 

   
 

主催：公益社団法人日本フィランソロピー協会／共催：アメリカン・エキスプレス財団 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
社会が抱える様々な課題に取り組む NPOの若手リーダーのためのリーダーシップ研修（2泊 3日）です。 

2009年からこれまでの受講生は 250名となり、そのネットワークは全国に拡がっています。 

研修では、総合監修である米倉誠一郎先生をはじめ、ビジネスの第一線で活躍するリーダーの方々を講師

に迎え、3日間、リーダーとしての理念・哲学や実践スキルについて指導をいただきます。 

日本全国の非営利団体の若手職員（代表理事を除く）が対象です。 
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一橋大学イノベーション研究センター 教授 

六本木アカデミーヒルズ日本元気塾塾長、 

南アフリカ プレトリア大学ビジネススクール（GIBS）日本研究センター顧問 

 

  

 

2017年2 月23 日（木）から25 日（土） 2 泊 3日 合宿形式 

   初日：9:00開始／最終日：17:00 終了予定 

 
都市センターホテル （東京都千代田区平河町 2-4-1） 

 30 名 

 

無  料（アメリカン・エキスプレス財団の協賛により） 
※会場までの交通費はご負担ください。遠方からの参加者は、前泊（ 2/22）も無料となります。  

 

 

 

 

 

◎グループワーク 

◆基礎講座 

■実務講座 

 

初日 (2/23) 

 

 

◎「ビジョンワーク」あるべき社会のビジョンを描く 

◆基礎講座Ⅰ「イノベーションとパラダイム・チェンジ」《米倉誠一郎先生》 

 

二日目 (2/24) 

 

◆基礎講座Ⅱ「リーダーシップ論」《米倉誠一郎先生》 

■実務講座「ロジカルシンキングと問題解決スキル）」 

■実務講座「モチベーション・マネジメント」 

◎課題に対する企画の作成およびプレゼンテーション準備 

◎フィールドワーク（駅前でのビッグイシュー販売サポート） 

三日目 (2/25) 

 

 

◎課題プレゼンテーション（グループ毎の発表） 

◎リーダーシップ・アカデミー卒業生との交流会（昼食） 

◎振り返りセッション 

アメリカン・エキスプレス・リーダーシップ・アカデミー2017 

～NPOの次世代リーダー育成プログラム～ 

日 時 

会 場 

定 員 

総合監修 

1953年東京生まれ。一橋大学社会学部、経済学部卒業。 

一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。ハーバード大学大学院歴史学

博士号取得（Ph.D.）。1995年一橋大学商学部産業経営研究所教授、1997

年より同大学イノベーション研究センター教授。2008年より現職。 

専門は、イノベーションを核とした企業の経営戦略と発展プロセス、組織の史

的研究。著書に『経営革命の構造』（岩波書店）、『脱カリスマ時代のリーダー

論』（NTT出版）、『創発的破壊 未来をつくるイノベーション』（ミシマ社）、『オ

ープン・イノベーションのマネジメント』（有斐閣）、『二枚目の名刺 未来を変え

る働き方』（講談社）など多数。 

参加費 

プログラム 
（予定） 

撮影：御厨慎一郎 



 ＜所属団体要件＞ 

1. 日本における非営利組織（特定非営利活動法人、公益財団/社団法人、一般財団/社団法人、

社会福祉法人等）の法人格を持つ団体であること。 

2. 法人設立以前の活動も含めて５年以上の活動実績を有していること。 

3. 過去のアメリカン・エキスプレス・アカデミー（リーダーシップ・アカデミーおよびサー

ビス・アカデミー）に参加したことのある団体は除く。 
参加団体リストは日本フィランソロピー協会の HPを参照ください。 

＜応募者要件＞ 

1. 所属団体の理事または有給の事務局職員であること。（代表理事は対象外） 

2. 所属団体において、一年以上の業務経験を有していること。 

3. 部下またはボランティア等を指導監督する職にあること。 

4. 所属団体の組織運営を今後担うべく次世代リーダーの候補であること。 

5. 所属団体の代表者からの推薦を得ていること。 

6. 本研修（２泊３日）の全プログラム、および半年後のフォローアップ研修に出席できるこ

と。 

7. facebook 内にある本アカデミー専用グループに参加可能であること。 

 

 
(1)提出書類 

次の書類を各１部、事務局へ郵送してください。 

①応募用紙（日本フィランソロピー協会のホームページからダウンロードできます） 

②小論文 

 １）自分が目指すリーダーシップとは？ 

 ２）そのリーダーシップを目指して、いま働いている組織の中で、具体的に自分はど

ういう役割を担おうと思っているか。 

以上２点について、1,600文字以上 2,000文字以内で記述してください。 

③所属団体書類（定款、役員名簿、最新の収支計算書） 

(2)申込締め切り 

２０１７年１月１０日（火）１７：００ 事務局必着 

(3)選考 

書類審査により、事務局にて選考を行なう 

(4)選考結果発表 

２０１７年１月１６日（月）応募者全員へＥメールにて通知予定 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市センターホテル（東京都千代田区平河町 2-4-1） 
 

●東京メトロ 

・東京メトロ 有楽町線・半蔵門線・南北線「永田町駅」 4番・5番出口より徒歩 4分、9b番出口より

徒歩 3分  

・東京メトロ 有楽町線「麹町駅」  半蔵門方面 1番出口より徒歩 4分 

・東京メトロ 丸の内線・銀座線、「赤坂見附駅」 D出口より徒歩 8分 

・JR中央線「四谷駅」  麹町出口より徒歩 14分 

●都バス 

・平河町 2丁目「都市センター前」下車（新橋駅～市ヶ谷駅～小滝橋車庫前） 

応募方法 

対 象 

会場アクセス 

http://www.philanthropy.or.jp/amex/2017/#list
http://www.philanthropy.or.jp/amex/2016/


3  

 

 

 

 

宮地 勘司 （みやじ・かんじ）氏  株式会社教育と探求社 代表取締役社長 

立教大学社会学部卒業後、日本経済新聞社入社。自らの起案により日本経済新聞社初の社内ベンチャーとして「教育

開発室」（現在の教育事業本部）を起こす。2004 年、日本経済新聞社を退社し、株式会社教育と探求社を創設。代

表に就任。中学生・高校生が、実在の企業や人物を題材に“生きる力”を学ぶ学習プログラム「クエストエデュケーシ

ョン」を開発、提供。また、社会人向けのキャリア研修「ビジョンクエスト プログラム」を実施。研修実績は、企

業人、NPO リーダー、国家公務員、エグゼクティブ層まで多岐にわたる。著書に「これからの「教育」の話をしよ

う」（学校広報ソーシャルメディア活用勉強会・共著） 

 藤原 泰輔 （ふじはら・たいすけ）氏  株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ  

一橋大学大学院商学研究科博士課程修了。中堅メーカー社長室、コンサルティング会社を経て、2002 年、株式会社

ピー・アンド・イー・ディレクションズ入社。取締役。専門は全社戦略の策定、マーケティング戦略の策定、資金調

達などのファイナンス。これまで担当したプロジェクトはベンチャー企業の事業計画策定及び資金調達、大手アパレ

ルメーカーのバイアウトファンドからの資金調達、ノンコア事業の売却におけるスキーム作り・M&A 交渉。その他、

多数の企業における成長戦略の策定などを実施。 

 田中 康之（たなか・やすゆき）氏 株式会社リンク アンド モチベーション フェロー 

慶應義塾大学法学部を卒業後、野村證券株式会社を経て、2001 年株式会社リンクアンドモチベーションに入社。2010

年にモチベーション研究所（現・モチベーションエンジニアリング研究所）所長に就任。2012 年に株式会社インテ

ック・ジャパン（現・株式会社リンクグローバルソリューション）取締役を兼務。2014 年、株式会社リンクグロー

バルソリューション代表取締役社長に就任。2016 年より現職。 

 

  

3日間のタイムスケジュール（予定） 

講 師 陣 

8:00
8:30 集合･チェックイン

9:00 ●オリエンテーション ■基礎講座Ⅱ　（85分） 9:00-10:25 【グループワーク】 （90分） 9:00-10:30

9:30 ●アイスブレーキング　（45分） 9:30-10:15 『率先垂範のリーダーシップ論』 プレゼンテーション準備 

10:00 『チェックイン』 米倉誠一郎先生

10:30 ■基礎講座Ⅰ　（90分） 10:15-11:45 ◆実務講座Ⅰ（90分） 10:30-12:00 ▼発表プレゼンテーション (150分) 10:30-13:00

11:00 『見たくない未来を超えて』 『ロジカルシンキングと問題解決の手法』 各グループによる発表

11:30 米倉誠一郎先生 （10分発表、10分質疑　ｘ5グループ）

12:00 昼食 (60分） 11:45-12:45 昼食とグループワーク　（60分）　12:00-13:00

12:30 会議室で弁当 ・フィールドワークの課題説明

13:00 ●ビジョンワーク（235分） 13:00-16:55 ◆実務講座Ⅱ（110分) 13:00-14:50 昼食、交流会 (60分) 13:00-14:00

13:30 宮地勘司先生 『モチベーションマネジメント』  

14:00 ・チームビルディング、写真のワーク ▼プレゼン結果発表＆審査員講評 （15分） 14:00-14:15

14:30 ・未来のビジョンを描く 【グループワーク】 (105分) 14:15-16:00

15:00 ・未来のビジョンをチームで共有 ◆実務講座Ⅲ　（60分） 15:00-16:00 振り返りのディスカッション

15:30 ・メディテーション（マインドフルネス） 『アメリカン・エキスプレスにおけるリーダーシップ』 リーダーシップに関するピア評価

16:00 【フィールドワーク】 第２グループ (180分) 16:00-19:00　 ◎リーダーシップ決意表明シート記入

16:30 ◎リーダーシップ自己分析（60分）16:30～17:30 ・フィールドワークの準備（着替えなど） 全体講評/修了証授与 (30分) 16:30-17:00

17:00 ⇒グループでの共有 ・販売場所まで移動 解散 (17:00予定）

17:30 ●グループワークの課題説明 ・　『道端留学』ビッグイシューの販売サポート

18:00 【グループワーク】 （60分） 18:00-19:00

18:30 ・課題に向けてのプロジェクトづくり

19:00 夕食  （45分）　19:00-19:45 夕食 道端留学の振り返り (90分) 19:00-20：30

19:30 ◆卒業生セッション（45分） 19:45-20:30 by ビッグイシュー基金 ※カラー分類

20:00 全体ワーク

20:30 【グループワーク】 （150分） 20:30-23:00 【グループワーク】 (150分) 20:30-23:00 講義

21:00 ・課題に向けてのプロジェクトづくり ・最終日の発表プレゼンテーション準備 グループワーク（第1グループ）

21:30 グループワーク（第2グループ）

22:00 個人ワーク

22:30

23:00 終了 終了

23:30

0:00

第１日目　2/23（木） 第2日目　2/24（金） 第3日目　2/25（土）

都市センターホテル 都市センターホテル 都市センターホテル



あめ    

 

■第八期 開催概要 

【東京会場】 

2016年 2月 25日（木）～27日（土） 

 会場：都市センターホテル（東京都千代田区永田町） 

【福岡会場】 

2016年 5月 25日（木）～14日（土） 

 会場：初日＆二日目 TKPガーデンシティ PREMIUM博多駅前（福岡県福岡市） 

    最終日 福岡市 NPO・ボランティア交流センター「あすみん」（福岡県福岡市） 

 

  

総合監修・米倉誠一郎先生による基礎講座 10 年後のあるべき未来を絵に描く「ビジョンワーク」 

 

  

フィールドワーク 

「道端留学：ビッグイシュー販売サポート」 

最終日の課題発表プレゼンテーション 

 

２０１６年の研修の様子 

お申込み・問合せ： 公益社団法人 日本フィランソロピー協会 担当：加勢川（かせがわ）・青木（あおき） 

〒100-0004東京都千代田区大手町 2-2-1新大手町ビル 244区 

TEL: 03-5205-7580 FAX: 03-5205-7585 URL: http://www.philanthropy.or.jp 

応募条件に当てはまらない場合は、下記事務局にご相談ください。 

事務局推薦枠もあります。 


