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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～  

カリキュラム ＆ 講師陣 

 

＜1日目 5月 11日（木）＞ 会場：TKPガーデンシティ PREMIUM博多駅前 

時間 プログラム 講 師 等 

09:30～10:00 ●オリエンテーション  

10:00～10:45 ●アイスブレーキング「チェックイン」 

自己紹介と、研修への意気込みの共有 

宮地 勘司 氏 

（株式会社教育と探求社・代表取締役社長） 

10:45～12:15 ■基礎講座Ⅰ 

「未来を拓くイノベーション」 

米倉 誠一郎 氏 

（総合監修）  

12:15～13:00 昼食        

13:00～15:25 

 

 

●グループワーク「自分探求の旅」 

・チームビルディング 

・仕事の振り返り、写真のワーク 

・年表のワーク 

宮地 勘司 氏 

（株式会社教育と探求社・代表取締役社長） 

15:25～17:15 ●個人ワーク「私の履歴書」執筆  

17:30～18:30 ◆実務講座 

「アメリカン・エキスプレスにおけるリーダーシッ

プ」 

須藤 靖洋 氏   

（アメリカン･エキスプレス・インターナショナル, Inc.  

法人事業部門ジェネラル・マネージャー副社長 

18:30～19:40 ●グループ共有「私の履歴書」 

 

 

19:40～21:00 夕食 

・「私の履歴書」グループ代表発表 

・グループワークの課題発表と説明 

 

21:10～23:30 ●グループワーク 

・課題に向けての企画づくり 

 

23:30 終了  
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＜2日目 5月 12日（金）＞ TKPガーデンシティ PREMIUM博多駅前 

時間 プログラム 講 師 等 

09:00～10:25 ■基礎講座Ⅱ 

「率先垂範のリーダーシップ論」 

米倉 誠一郎 氏 

10:30～12:00 ◆実務講座Ⅱ 

「ロジカル・シンキングと問題解決の手法」 

神田橋 幸治 氏  
（ビジネスデザインラボ 代表 / 福岡地域戦略推

進協議会（Fukuoka D.C.） フェロー） 

12:30～13:00 昼食  

13:00～14:50 ◆実務講座Ⅲ 

「モチベーション・マネジメント」 

田中 康之 氏 
（株式会社リンク グローバル ソリューション 

 フェロー） 

15:00～15:45 ●フィールドワークの課題説明 ＜協力＞ 

特定非営利活動法人 Check 

NPO法人あすも特注旅行班 

17:00～19:00 ●フィールドワーク 

福岡市内の多機能トイレマップづくり 

＜協力＞ 

特定非営利活動法人 Check 

NPO法人あすも特注旅行班 

18:00～19:00 夕食  

19:00～23:30 ●グループワーク 

・最終日の発表プレゼンネーションの準備 

 

23:30 終了  

＜3日目 5月 13日（土）＞ 会場：TKPガーデンシティ PREMIUM博多駅前 

時間 プログラム 講 師 等 

09:00～10:00 ●グループワーク 

・プレゼンテーション準備 

 

10:00～12:30 ▼課題プレゼンテーション 

各グループによる発表 

(10分発表、10分質疑 x5 グループ) 

審査員 

・米倉 誠一郎 氏（総合監修）  

・宮地 勘司 氏（株式会社教育と探求社） 

・エディ 操 氏 

 （アメリカン・エキスプレス・インターナショナル , 

Inc. 広報 副社長） 

・高橋 陽子（公益社団法人日本フィランソロピ

ー協会理事長） 

12:45～14:15 昼食および交流会 

▼プレゼン結果発表＆審査員講評 

 

14:30～16:00 ●グループワーク 

・振り返りのディスカッション 

・リーダーシップに関するピア評価 

 

16:00～16：30 全体講評/終了賞授与  

16：30 解散  
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研修参加団体 

 

法人格 団体名 所在地 活動分野 

公益財団法人  公益法人協会 東京都 中間支援 

NPO法人  全国こども福祉センター 愛知県 青少年の健全育成 

社会福祉法人  西陣会 京都府 地域福祉・児童・障がい 

NPO法人  日本レスキュー協会 兵庫県 災害支援 

一般社団法人  sps ラボ若年認知症サポートセンターきずなや 奈良県 社会福祉 

特定非営利法人  私塾フリースクール鳥取 鳥取県 教育 

公益財団法人  ひろしまこども夢財団 広島県 児童福祉 

特定非営利活動法人  支えてねットワーク 山口県 保健・医療・福祉の増進 

NPO法人  九州コミュニティ研究所 福岡県 情報デザイン 

特定非営利活動法人  箱崎自由学舎えすぺらんさ 福岡県 子どもの健全育成・教育 

特定非営利活動法人  福岡ジョブサポート 福岡県 障がい者就労支援 

（任意団体） 糸島女性支援プロジェクト 福岡県 女性の活躍推進 

特定非営利活動法人  山村塾 福岡県 環境の保全を図る 

認定 NPO法人  日本セラピューティック・ケア協会 福岡県 医療・福祉 

NPO法人  Rainbow Soup 福岡県 LGBT支援 

NPO法人  いるかねっと 福岡県 教育・福祉 

NPO法人  共働のまち大野城中央コミ 福岡県 まちづくり 

（任意団体） きのこ村協議会 福岡県 まちづくり 

公益財団法人  社会福祉笑顔ふれあい財団 福岡県 福祉 

特定非営利活動法人  食育推進ネットワーク福岡 福岡県 子どもの健全育成・教育 

NPO法人  わくわーく 福岡県 福祉 

特定非営利活動法人  佐賀県 CSO推進機構 佐賀県 中間支援 

認定特定非営利活動法人  日本 IDDM ネットワーク 佐賀県 医療・福祉 

特定非営利活動法人  環境保全教育研究所 長崎県 環境分野、子どもの健全育成 

一般社団法人  フミダス 熊本県 キャリア教育 

公益財団法人  熊本 YMCA 熊本県 青少年育成 

一般社団法人  らしくサポート 宮崎県 社会福祉 

特定非営利活動法人  宮崎文化本舗 宮崎県 環境・文化・まちづくり 

特定非営利活動法人  五ヶ瀬川流域ネットワーク 宮崎県 環境・河川教育 

特定非営利活動法人  ファーマーズボーダー 鹿児島県 地域（農業、福祉） 

一般財団法人  沖縄県公衆衛生協会 沖縄県 保健・健康・福祉・環境 

 

クロス・ウェーブ中野 


