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【 プログラム趣旨 】
近年、激変する世界、未だ道筋の見えない様々な社会問題、毎年起こる大規模自然
災害、情報化による産業構造の変化等、国内外を取り巻く環境は日々大きく変化して
います。これらに順応するためには、既存の価値観にとらわれない発想力、道なき道
を切り拓く行動力のある真のリーダーが求められます。
九州・アジア経営塾では、 2010年より主幹プログラム（碧樹館プログラム）より
さらに若い世代を対象に本プログラムをスタートさせました。「リーダーに必要なス
キルを提供し、問題解決に向けたアプローチ方法を伝え、以後の学びや行動への動機
づけを行うこと」を目的とし、13期目を迎えます。
本年度は、13期目を迎え、自分自身と向き合い、多角的な視点で議論を重ねながら、
次世代を切り拓くリーダーに必要な志や知恵を教授するために、各界のトップラン
カーにご登壇頂き、開講致します。

【 ヤングエグゼクティブ・プログラム テーマ 】

“ 自らの殻を知り、破り、創造と実践へ”
【 開講目的 】

①「 知らないことを知る 」 ～無知の知を知る～
・次世代リーダーとしての学び方を学ぶ
・各界の経営者、プロフェッショナル講師から実践知を学ぶ

②「私（個） から 私たちへ」～多様性を集合知へ～
・個の力を、Teamとして集合知へ包含する
・リーダー、フォロワーとしてのTeam Building を実践する

③「組織人として目標を定める」～学びを知恵に変え、知恵を行動へ変える～
・組織人として成長成果を組織へ還元（貢献）する
・自らのやりたいこと（will）を決意表明する
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【 期待する塾生像 】
■目的意識
自らの成長を求め、「 課題 」と「自覚」を持ち、積極的に臨める人財
■当事者意識
自分事として捉えられ、努力を惜しまず「 学びの場 」に積極的に参画できる人財
■実践力
「 学び 」 を 現実に生かす「 知恵 」に変え、失敗を恐れず、実践できる人財

【 募集要項 】
募集人員

３６名

対象者

◆将来の上級管理職、経営幹部として期待される人財
◆満３９歳までの方（申込時満３９歳）
◆役職不問

受講料
申込期間

４３０，０００円（税込）
２０２２年７月11（月） ～ ２０２２年８月１９日（金）
※本期間は、予約申込み口数（派遣人数）の申込み期間となります。
【Googleフォーム】

口数予約

Googleフォームより、お申込みをお願い致します。

受講手続き

申込み口数予約完了後の受講者決定 は、2022年8月31日（水）までにお願い致します。

その他

・定員に達し次第、募集を終了致します。（先着順）
・初回セッション以降の受講者変更は、お断りいたします。
・受講料の中に、課題図書代も含まれており、別途配布致します。
・開催日時、開催場所を変更する場合があります。
・SLACK、DROPBOXを利用する場合があります。
・コロナウイルス感染状況によっては、オンライン受講頂くこともあります。
・受講に際して、インターネット環境を各自で整備頂きますことをご了承ください。
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開催場所
第1回

電気ビル、ホテル大会場
2022年
10月4日（水）

または

オンライン（ZOOM）

開講式
セッション 「 リーダーシップの旅 」
時間 09時30分 ～ 11時00分
講師 隈本直樹
KAILプログラムディレクター

セッション 「 チームビルディング① 」
時間 11時00分 ～ 18時00分
講師 斉藤 秀樹 氏
株式会社アクションラーニングソリューションズ
代表取締役
セッション 「 チームビルディング② 」
時間 09時00分 ～ 18時00分
講師 斉藤 秀樹 氏
株式会社アクションラーニングソリューションズ
代表取締役

第2回

2022年
10月5日（水）

第3回

2022年
10月26日（水）

寺子屋式リーダーシップ対話
「 組織を超えたつながりによる共創 」
時間 10時00分 ～ 13時00分
講師 濱松 誠 氏
OnePanasonic 発起人/ONEJAPAN 共同発起人代表
寺子屋式リーダーシップ対話
仮「 リーダーシップの実践 」
時間 14時00分 ～ 17時00分
講師 碧樹館プログラム卒塾生

第4回

2022年
11月16日（水）

セッション 「 経営戦略基礎」「 purpose」
時間 10時00分 ～ 18時00分
講師 井上潤吾 氏
BCGマネージング・ディレクター＆
シニア・パートナー
認定NPO 法人 Homedoor 理事長

第5回

2022年
11月30日（水）

仮セッション「
」
時間 10時00分 ～ 13時00分
講師 調整中 氏
実践「 JOB理論 」～顧客のJOBを解決する～
時間 14時00分 ～ 18時00分
講師 早嶋 聡史 氏
ビズナビ＆カンパニー代表取締役社長

第6回

2022年
12月14日（水）

セッション 「 チームビルディング③ 」
時間 09時00分 ～ 18時00分
講師 斉藤 秀樹 氏
株式会社アクションラーニングソリューションズ
代表取締役

※ 講師、テーマ、開始時間等は変更になる場合あります。
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開催場所

電気ビル、ホテル大会場

第7回

2023年
1月19日（木）

第8回

2023年
2月1日（水）

または

オンライン（ZOOM）

セッション 「 財務会計 ～入門～ 」
時間 10時00分 ～ 18時00分
講師 西山 茂 氏
早稲田大学ビジネススクール教授
寺子屋式リーダーシップ対話
「 なんのために勝つのか 」
時間 10時00分 ～ 13時00分
講師 廣瀬俊朗 氏
株式会社 HiRAKU 代表取締役
寺子屋式リーダーシップ対話
「地域創生実践（久山町の取り組み）」
時間 14時00分 ～ 17時00分
講師 西村勝 氏
久山町長

第9回

2023年
2月15日（水）

寺子屋式リーダーシップ対話
「途上国から世界に通用するブランドをつくる 」
時間 10時00分 ～ 13時00分
講師 山崎 大祐 氏
株式会社マザーハウス 代表取締役副社長
寺子屋式リーダーシップ対話
「だれもが 何度でもやり直せる社会をつくる」
時間 14時00分 ～ 17時00分
講師 川口 加奈 氏
認定NPO 法人 Homedoor 理事長

第10回

2023年
3月1日（水）

セッション「企業におけるイノベーションの推進力学」
時間 09時00分 ～ 14時00分
講師 本間善丈 氏
株式会社 Shippio VP of Sales & Marketing
寺子屋式リーダーシップ対話
「捨てない未来の先の未来を見据えて」
時間 15時00分 ～ 18時00分
講師 岩元美智彦 氏
日本環境設計株式会社 創業者/取締役会長

第11回

2023年
3月15日（水）

セッション 「チームビルディング④」
時間 09時00分 ～ 16時00分
講師 斉藤 秀樹 氏
株式会社アクションラーニングソリューションズ
代表取締役

【修了式】 16時00分

※ 講師、テーマ、開始時間等は変更になる場合あります。

～

18時00分
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【

２０２1年度１2期修了生

～受講を終えて～

】

team buildingからどのような事を学び、自身の変化がありましたか？
行動の原動力は、在り方と人間関係であって、自分の
行動次第で周りを変えられることは多いと思えるよう
になった。
自分と周りの関係性を強めることで、職場の協力者が
自然と増えていったため、チームビルディングの重要
性に気づき、実践している。
株式会社QTmedia
伊藤さん

株式会社富士ピー・エス

チームメンバーから発想力や行動力、そして自身が積
極的にアウトプットして影響力を持つことの大切さを
学んだ。
自社で自らを体現していくことで、周りの環境が良い
方向に変わりつつあることを実感している。その小さ
な成果の積み重ねを持って次に進もうという心持ちや
行動につながっている。

津留さん

研修チーム、職場チーム共に自身の本気度が周囲に伝わ
ったタイミングからチームビルディングが加速していく
ことを体感出来た。
先ずは自らが変わり、真の本気を周囲に目に見える形で
伝えることを意識、行動出来るようになっ た。
三菱重工業株式会社
宮原さん
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【

２０２1年度１2期修了生

～受講を終えて～

】

プログラムを終えて、自身の「心持ち」や「行動」にどのような変化が
あったか。
様々な講師の熱くエネルギーのこもった人間力に影響を
受け、今後どんなことが起こっても自分自身の成長に繋
がるものだと考えられるようになった。
また、すべての物事の責任を自分事として捉えられるよ
う意識して、これからも当事者として取り組んでいきた
い。
株式会社正興電機製作所
冨島さん

佐賀県庁

これまでは「事なかれ主義」で「こんなものだろう」と
思っていたことも、この半年間自分自身と向き合い、
メンバーと切磋琢磨しながら指摘し合うことで気づき、
違和感を感じ始めた。
チームメンバーが私の発言を受け入れてくれ、私のアド
バイスに対し、感謝の気持ちを示してくれたことで、自
分の発言や行動に自信が持てるようになった。

樋口さん

日鐵興和不動産株式会社

各講師は、どういう思考回路で物事を考えているのか、
判断しているのかという点を重要視して問いを持って臨
んだ。
スキルだけでなく、それぞれ多様であったが、多くの方
々が確固たる軸を持って、行動・決断していることを改
めて知り、私自分もぶれない軸を大事に行動すると決め
た。

南さん

６

63

担当 市川
TEL
092-726-1861
MAIL info@kail.jp

