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【プレスリリース】 ２０１４年１２月１７日 

   
   

  

宗像市内の中学１年生、宗像市内の中学１年生、22 年生のリーダー年生のリーダー3030 名が集結！名が集結！  

宗像宗像の国際化ついての国際化ついて考え、発信する考え、発信する 33 日間日間  

テーマ：テーマ：「「世界はもう君の手世界はもう君の手の中の中にに」」  
２０１２０１55 年１月１年１月１00 日（土）～１日（土）～１22 日（月）日（月）  

  

この度、宗像市内在住の中学生３０名を対象にしたむなかたの次世代リーダー養成塾（以下

むなかたリーダー塾）を開催します。企画・運営は、高校生のための「日本の次世代リーダー

養成塾（以下リーダー塾）」が行います。	 

毎年夏に宗像市のグローバルアリーナで行われるリーダー塾は、全国の高校生を選抜して行

われる、志のある日本の明日を担うリーダーを育成する２週間のサマースクールです。宗像市

在住の高校生も数多く挑戦し、卒塾後、自分の夢を実現するために、日本や世界を舞台に活躍

しています。	 

むなかたリーダー塾は今年 1 月に始まった、宗像の志高い中学生を発掘し、さらに飛躍して

もらおうという試みです。テーマは、「世界はもう君の手の中に」です。３日間で、多彩な講師

陣の講義と実践型のグループワークを行います。そして、「宗像をより国際化するための提言」

を調査結果とともに新聞形式でチームごとに発表します。最優秀賞の新聞は 1 月末に、西日本

新聞「もの知りタイムズ」のコーナーに掲載されます。	 

	 

講師一覧	 

○講義	 

各分野で活躍する講師を招き、日本の魅力や国際社会の一員としてどうあるべきかを学び

ます。	 

	 

＜講師一覧（講義順、敬称略）＞	 

葦津	 敬之	 ／	 宗像大社権宮司	 

ピーター	 J	 マクミラン／	 杏林大学客員教授、詩人・版画作家	 

瀬谷	 ルミ子／	 認定 NPO 法人日本紛争予防センター理事長、JCCP	 M 株式会社	 取締役	 

加藤	 暁子／	 日本の次世代リーダー養成塾	 理事・事務局長	 

  

  

  

  

  

  

むなかたのむなかたの次世代次世代リーダーリーダー養成塾養成塾 

問い合わせ先：  

宗像市 コミュニティ・協働推進課 市民活動係 
Tel: ０９４０‐３６‐０３１１  Fax: ０９４０‐３７‐４１０１ 
携帯: ０８０‐２７７２‐７３５４ （２０１５年１月１０日(土)～１２日（月）のみ） 
 
日本の次世代リーダー養成塾 
事務局長 加藤 暁子 （携帯: ０９０‐１１１３‐３９１４） 
Tel: ０３‐５４６６‐０８０４ Fax: ０３‐５４６６‐０８４２ 
Mail: in fo@leader juku . jp   URL: http :// leader juku . jp/ 
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日本の次世代リーダー養成塾について日本の次世代リーダー養成塾について  

	 「日本の次世代リーダー養成塾」は、社団法人日本経済団体連合会の榊原定征会長を塾長、榊原

英資・青山学院大学教授を塾長代理に、日本だけでなく、世界に通用する人材育成を目指した高校

生のための２週間のサマースクールです。経済界や地方自治体から日本の将来を背負って立つ人材

の育成を目指し、２００４年に開塾、今年で１１回目を迎え、卒塾生は１８６２人となります。卒

塾生たちは、日本や世界を舞台にそれぞれの夢を追いかけて活躍をしています。	 

塾ホームページ	 http: / / leader juku. jp /	 

	 

むなかたの次世代リーダー養成むなかたの次世代リーダー養成塾のカリキュラ塾のカリキュラムムについてについて  

むなかたの次世代リーダー養成塾では、日本や世界を代表する一流の講師が、中学生に今後の生

き方や活動のヒントになる講義を行います。そして、講義に加え、体験をもとにした「思考力」「創

造力」「発信力」の養成に重きを置いています。	 

１日目は海の道むなかた館にて宗像大社の葦津敬之権宮司より宗像の歴史を学びます。その後宗

像大社と神宝館の見学を行います。またフィールドワークとして、福岡市内で外国人への街頭イン

タビュー活動を行い、宗像の知名度や外国と日本との文化や生活環境の違いや関係性について情報

収集を行います。	 

	 

２日目は、ピーターJ	 マクミラン氏の講義から外国から見た日本の魅力について学び、日本の良

さを改めて考えます。瀬谷ルミ子氏の講義からは紛争地の実態や日本人が担うことのできる役割、

自身の生き方や仕事への姿勢を学び、国際人としての素養を高めます。講義の後には必ず学びを共

有し高めるためのディスカッションを行い、「思考力」を養います。２日目からは１日目からの実践

や講義を受けたうえで、「新聞づくり」に取り組み、「宗像市が外国人と共に生きるまちづくりのた

めに必要なもの」を、中学生なりの提言としてまとめ、「創造力」を育みます。	 

	 

３日目には、これらの成果を最後に発表することで「発信力」を育て、国際的に活躍できるリー

ダーの養成を目指します。最優秀賞の新聞は後日、西日本新聞の「もの知りタイムズ」のコーナー

に掲載されます。	 

	 

また、塾生を指導する各クラスのクラス担任は宗像市役所の若手職員が担当します。また、大学

生のボランティアは日本の次世代リーダー養成塾の卒塾生らが務めます。一つの目標に向かって集

中してディスカッションを積み重ねることで、リーダーとして必要な多面的な思考力や分析力、決

断力を養います。また、１部屋２０人の２段ベッドによる共同生活を通して、自己管理能力を養い

ます。	 

	 

塾期間中の取材については、必ず下記まで事前に連絡をお願いいたします。	 

日本の次世代リーダー養成塾	 事務局長	 加藤暁子携帯	 ０９０‐１１１３‐３９１４	 	 

	 

【添付資料】	 

①事業概要	 	 

②カリキュラム表	 	 

③塾生概要	 

	 

	 



3	 

 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

むなかたの次世代リーダー養成塾	 事業概要	 

	 

１． 	 主催者 	 

むなかたの次世代リーダー養成塾	 塾長：宗像市長	 谷井博美	 

	 

２． 	 開催日程 	 

２０１５年１月１０日（土）～１月１２日（月）	 

	 

３． 	 開催・宿泊施設 	 

海の道むなかた館（福岡県宗像市深田５８８）	 ※1 月１０日（土）午前中のみ	 

グローバルアリーナ（福岡県宗像市吉留４６‐１）	 

	 

４． 	 塾生 	 

対象：宗像市在住の中学生（１年生、２年生）	 

人数：３０名	 

	 

５． 	 カリキュラム 	 

むなかたの次世代リーダー養成塾では、日本や世界を代表する一流の講師が、中学生に今

後の生き方や活動のヒントになる講義を行います。そして、講義に加え、実践をもとにし

た「思考力」「創造力」「発信力」の養成に重きを置いています。	 

	 

	 

①	 講師一覧	 

葦津	 敬之	 ／	 宗像大社権宮司	 

ピーター	 J	 マクミラン／	 杏林大学客員教授、詩人・版画作家	 

瀬谷	 ルミ子／	 認定 NPO 法人日本紛争予防センター理事長、JCCP	 M 株式会社	 取締役	 

加藤	 暁子／	 日本の次世代リーダー養成塾	 理事・事務局長	 

	 

②	 グループワーク	 

「世界はもう君の手の中に」というテーマのもとに、３日間で多彩な講師陣の講義と実践

型のグループワークを行います。塾生は５チームに分かれ、福岡市内での外国人への街頭

インタビュー活動で宗像ならびに日本に対する外国人の考えを情報収集します。また、講

師からは宗像と世界とのつながり、世界から見た日本や世界を舞台に活躍するための心構

えなどを学び、「宗像をより国際化するための提言」を新聞形式でチームごとに発表します。	 

	 

③	 発表・審査・表彰	 

審査は、谷井博美塾長をはじめとした審査員による審査で、最優秀賞を選びます。最優秀

賞の新聞は 1 月末に、西日本新聞「もの知りタイムズ」のコーナーに掲載されます。	 
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むなかたの次世代リーダー養成塾	 カリキュラム	 
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「むなかたの次世代リーダー養成塾」塾生概要	 

	 

	 

	 

公募・面接審査を通じて選考した、宗像市内在住の中学１、２年生３０人が塾生として参加します

（１年生１７人・２年生１３人、男子９人・女子２１人）。	 

	 

各中学校の内訳は以下のとおりになります。	 

	 

	 

学	 校	 名	 参加者数	 男子	 女子	 

城山中学校	 6 名	 3 名	 3 名	 

中央中学校	 5 名	 0 名	 5 名	 

日の里中学校	 5 名	 2 名	 3 名	 

自由ヶ丘中学校	 5 名	 1 名	 4 名	 

河東中学校	 7 名	 2 名	 5 名	 

玄海中学校	 1 名	 1 名	 0 名	 

西南学院中学校	 1 名	 0 名	 1 名	 

合	 	 計	 30 名	 9 名	 21 名	 

	 


