激動する時代
どんなリーダーを目指しますか
―Change Your Future―

参加者募集!!

2022.7.26 [火] ~ 8.8 [月]（14 日間）

コロナ禍、ロシアのウクライナ軍事侵攻、天変地異、環境破壊

対

愛媛県推薦枠

象：10 名程度

とてつもないスピードで世界は動いています。

募集概要

(愛媛県立高校・愛媛県立中等教育学校(後期)に在籍する生徒)

※一般公募枠は全国の高校生 60 名程度を募集

人類は 21 世紀を生き抜くためにどうしたらいいの。
各界のスペシャリストに質問して、刺激的な仲間と語る。
時間を忘れて議論して、自分の殻を破ろう。

参 加 費：130,000 円

※一般公募枠は 170,000 円

松山空港～会場の往復旅費は塾が別途負担します。
自宅から松山空港までの旅費は自己負担となります。

募集期間：2022 年４月１日[金]～４月 18 日[月]

そして、トンネルを抜けた新しい世界を創造しよう。

※一般公募枠は 4 月 1 日[金]～５月２日[月]

※詳細は裏面・Web をご覧ください。https://leaderjuku.jp/
主催者：日本の次世代リーダー養成塾（塾長：十倉雅和／一般社団法人日本経済団体連合会会長）
愛媛県推薦枠問い合わせ先：愛媛県教育委員会高校教育課

教育指導グループ

詳細はこちらから☞https://ehime-c.esnet.ed.jp/koukou/index.htm

電話 089-912-2953

リーダー塾で検索！

リーダー塾

自分の進むべき道を切り拓こう！
高校時代は人生の方向を決める大切な時期です。
「もっと広い世界を見て自分の人生を考えたい」
「全国の同世代と将来へ
の夢を語り合いたい」
。そんな次世代を担う高校生を応援するサマースクールが「日本の次世代リーダー養成塾」です。
世界を舞台に活躍する講師からの講義で、頭をフル回転させて、自分の質問をぶつけて、議論して、考え抜く 14 日間。
新型コロナウイルスにより世界が大きく変わった時代に、世界のリーダーたちはどういったことを考えているのか？
刺激的で濃密な 2 週間の合宿生活を通して、明るい将来が必ず見えてきます。
公式キャラクター「ネッピー」

リーダー塾のポイント

想定外の課題に挑戦

人生の師と出会う

「アジア・ハイスクール・サミット」では、日
本や世界が抱える問題を２週間かけてグループ
で徹底的に議論します。頼れるのは、自分自身の
アジア･
「考える力」と「仲間との対話」
。意見の対立、議
ハイスクール･
論の停滞、
指導者からの容赦ない指摘…挫けそう
サミット
19:30~20:30
な状況や失敗の連続を乗り越えると、
新しい世界
を切り拓けます。

世界の荒波を乗り越えてきた各界のプロフェッ
ショナルによる白熱講義。講師の数は約２０名。
分野は、国際、ビジネス、歴史、科学、政治など。
質疑応答は、講師と塾生の真剣勝負！どんな質問
にも真正面から答える講師に「１８０度価値観が
変わった！」と。講義後のグループディスカッシ
ョンで内容を深めます。

最高の仲間ができる

夢を語り、目標をみつける

日本全国から集まった仲間と 2 週間の濃密な合
宿生活。携帯電話は初日に回収され、顔を突き合
わせたコミュニケーションで進路の悩み、学校で
は話せないような日本や世界の課題など、話は尽
きません。本音を語り合う仲間ができます。リー
ダー塾の卒塾生は３１１５名。卒塾後勉強会など
で期を越えて集まります。

塾生をサポートするのは、社会の第一線で活躍
する民間企業から派遣されるクラス担任と、主に
卒塾生からなる大学生リーダー。家族や学校の先
生以外の大人から聞く「生き方」はリアルな情報
が満載。進路選択にも大きく影響を与えます。塾
の最後には、一人一人が全塾生の前で、「目標宣
言」。将来への扉を開きます。

活躍する卒塾生（昨年のリーダー塾卒塾生発表から、肩書は 2021 年８月現在）

昨年のアンケート結果

12 期 高橋 はなさん

５期 湯村 将貴さん
Moody’ｓ Japan

東京外国語大学 国際社会学部 国際社会学科

サステナビリティアナリスト

現在、環境問題の解決に向けて取り組んで
いるが、気候変動の原因である温室効果ガス
の排出をゼロにする仕組みは、国際的なルー
ルに基づいて作られている。皆さんには、環
境問題に関わらず、ルールを与えられる側で
はなく、多くの人が納得できるルールを作る
リーダーになってほしいと思う。そして、人
とのつながりを大切にしながら、世界のリー
ダーを目指してほしい。

12 期 イダマルゴダ バヌカさん

リーダー塾では堂々と英語を話す塾生やアジ
ア学生との交流に刺激を受け、大学では英語以外
の言語を習得し、特定の国・地域のプロフェッシ
ョナルになりたいと思いマレーシア語を専攻し
た。留学等を通してムスリムと関わる中で、他者
との違いを受け入れること、日本人らしさ、自分
らしさについて模索した。
やるかどうか迷ったときは、同じチャンスは二
度と訪れないと思ってチャレンジしてほしい。

16 期 モハマド アリ イザットさん

東京大学大学院 総合文化研究科 地域文化研究専攻

一橋大学 社会学部 社会学科

現在は、
歴史学者の卵として南アジアの近
現代史を研究している。第一人者として、専
門分野を開拓できるという快感が研究の醍
醐味だ。
過去の自分が現在、
未来の自分を形成して
いる。将来について考える際には、それぞれ
の自分史を振り返ることで、
思わぬ発見やヒ
ントにつながるかもしれない。

塾生のときは、アジア・ハイスクール・サミ
ットのリーダーに挑戦し、「誰一人取り残さな
い」
、日本らしいリーダー像について学んだ。そ
の後、ルックイースト政策の奨学生として来日
し、現在は人権問題に関心を持っている。
モットーは「自分の為に生き抜けないなら、
誰かの為に生きろ」
。将来は、国連などで難民や
祖国の人々に貢献したい。

塾生の１日

朝食 掃除
7:00~8:00

アジア･
ハイスクール･
サミット

9:00~10:30

第１９回予定講師

講義①
11:00~12:30

昼食
13:00~13:30

講義②
14:00~15:30

グループ
ディスカッション

16:00~17:30

ホームルーム
17:30~18:00

日本人初の国連職員

マハティール・ビン・モハマド

明石 康

塾生自主企画

就寝準備

19:15~20:30

就寝

22:30~23:00

23:00

こんなプログラムもあるよ！

この他、約２０名の講師による魅力ある講義！

９２歳で首相に返り咲いた親日家

夕食
18:30~19:00

(元国連事務次長)

(マレーシア第４代・７代首相)

「ウィズ・コロナ」を打ち立てた伝道師

世界で注目される AI 企業の創始者

山本 太郎

佐々木 久美子

(長崎大学熱帯医学研究所国際保健学分野教授)

(株式会社グルーヴノーツ代表取締役会長)

主催者

日本の次世代リーダー養成塾
塾長 十倉 雅和(一般社団法人日本経済団体連合会会長)
愛媛県推薦枠

参加費

130,000 円

※松山空港から会場の往復旅費は塾が別途負担する

全国からの一般公募枠

開催日程

170,000 円

対象

※一般公募枠は奨学金制度および分割納入制度あり

宿泊施設

グローバルアリーナ（福岡県宗像市）
佐賀県波戸岬少年自然の家（佐賀県唐津市）
※波戸岬少年自然の家は 7/30(土)～8/2(火)の３泊４日

募集期間

佐賀県立名護屋城博物館見学など
楽しいフィールドワークも実施！

世界遺産である宗像大社を
参拝し、国宝の展示を見学！

2022 年 7 月 26 日(火)～8 月 8 日(月)
※２週間の合宿形式

高校生 170 名程度 （1 年生～3 年生）
60 名程度
全国からの一般公募枠
110 名程度
参画県・市推薦枠
（うち愛媛県推薦枠
度10 名程度 ）
[愛媛県推薦枠]
2022 年 4 月 1 日(金)～４月 18 日(月) 在籍校への申込
[全国からの一般公募枠]
2022 年 4 月１日(金)～5 月 2 日(月) 郵送必着

