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『2021年度 福岡女子大学女性トップリーダー育成研修』募集要項 

 
※新型コロナウィルス感染拡大の状況により、プログラムの変更や開催を中止させていただく場合が 

ございます。予めご了承ください。 

 
■概要 

 福岡女子大学では「次代の女性リーダーを育成」を大学の基本理念として、「女性が高い志と柔軟な発

想を持ち、リーダーシップを発揮し、地域社会や世界を舞台に活躍できる社会を目指す」というビジョン

をもって、より良い社会づくりに貢献できる人材の育成に努めています。 

平成 27年 8月に女性活躍推進法が公布・施行され、女性の活躍推進が重要な課題となっている社会的

なニーズを受けて、さらに上の階層を目指す女性のため、本学の基本理念を社会人に活かした「女性トッ

プリーダー育成研修」を、平成 28年度より毎年実施しております。 

 

■研修の特徴 

女性トップリーダーとして成長するための志や感性（創造性、人間性、倫理性、哲学）、教養、行動 

を身につける、技術論の一歩先にある「心構え」を重視した研修です。 

産官学の第一線で活躍するトップ又はその経験者を講師として招き、トップを経験した方しか知りえ 

ない知識や経験、経営哲学等を直接聞き、対話することで受講者の志、感性を啓発します。あわせてトッ

プリーダーの立場で起こりうる課題をテーマとしたグループワークを通して行動力を養成するとともに、

様々な業種・職種を超えたネットワークを構築します。 

 

■研修期間（全２回） 

① 第１回：２０２１年１１月１８日（木）～１１月２０日（土） ※２泊３日宿泊研修 

② 第２回：２０２２年 １月２０日（木） ※日帰りフォローアップ研修 

※①②両方とも受講必須。①は宿泊が前提です。宿泊が難しい場合はご相談ください。 

 

■研修会場および宿泊先 

① 第１回 ２０２１年１１月１８日（木）・１９日（金）：福岡アイランドシティフォーラム 

（福岡市東区香椎照葉 6-6-6） 

      ２０２１年１１月２０日（土）：福岡女子大学（福岡市東区香住ヶ丘 1-1-1） 

  宿泊先：Ｔｈｅ ３５８（福岡アイランドシティフォーラム隣接ホテル） 

 

② 第２回 ２０２２年 １月２０日（木）：福岡女子大学 

 

■定員 

２０ 名（先着順） 

 

■受講対象  

企業、団体等で部長や課長等の管理職にある女性、幹部候補の女性、または、所属する企業、団体等か       

ら推薦を受けた女性 

 

■受講料 

１５０，０００円（税込。①②研修期間中の宿泊費及び飲食費を含みます。） 
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■申込書類 

１ 受講申込書 

『福岡女子大学女性トップリーダー育成研修』受講申込書の様式を、下記サイトよりダウンロードの上、

ご利用ください。 

※福岡女子大学ホームページ＞地域連携センター女性生涯学習研究部門＞女性トップリーダー育成研修  

http://www.fwu.ac.jp/collaboration/women/joseitop/index.html 

 

２ 受講推薦書 

 所属する企業、団体からの推薦による申込の場合には、受講申込書に添付してください。 

※受講申込書の「氏名」・「ご勤務先」のみ先にご記入、ご提出いただき、「応募動機」・「本研修に期

待すること」及び受講推薦書のご記入とご提出は後日でも構いません。 

 

■受講申込 

１ 申込方法 

メールまたはＦＡＸにて受け付けます。 

以下の【申込先】に、受講申込書等を送付してください。 

メールの場合は、件名に『女性トップリーダー育成研修申込』と記入してください。 

【申込先】 

福岡女子大学 100周年記念事業推進室 

E-mail : 100th-jf@fwu.ac.jp 

FAX  : 092-692-3220 

 

２ 申込受付期間 

２０２１年８月１８日（水）～１０月２９日（金） 

 

■受講料支払 

・受講申込書が確認でき次第、請求書を郵送します。 

・受講料振込は、別途お知らせする振込期限までに完了してください。 

・振込手数料は、申込者がご負担ください。 

・振込が確認された時点で、お申込み手続きが完了いたします。 

・お申込み手続き完了後、受講の手引き、スケジュール詳細等を、研修運営委託先より受講申込書に記

載の eメールアドレスへお送りいたします。 

         【振込先】 

銀 行 名： 福岡銀行 香椎支店 

預金種目 ： 普通 

口座番号 ： 2765351 

受 取 人 ：（フリガナ） ｺｳﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝ ﾌｸｵｶｼﾞｮｼﾀﾞｲｶﾞｸ ﾘｼﾞﾁｮｳ ﾑｶｲﾂﾖｼ 

公立大学法人 福岡女子大学 理事長 向井 剛 

（住 所） 福岡県福岡市東区香住ヶ丘 1 丁目 1 番 1 号 

（電 話） 092-661-2411 

 

             【お問合せ先】 

福岡女子大学 100周年記念事業推進室 

〒813-8529 福岡市東区香住ヶ丘 1-1-1 

TEL 092-661-3198 / FAX  092-692-3220 

E-mail  100th-jf@fwu.ac.jp 

http://www.fwu.ac.jp/collaboration/women/joseitop/index.html
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■2021 年度 研修スケジュール（予定）（講師敬称略・五十音順） 

≪第 1回≫ ２泊３日宿泊研修 

１１月１８日（木） 

時 間 内 容 等 講 師  

8:40- 9:40 受付、オリエンテーション、開講式  

9:40-11:40 
 

トップリーダーの講話とワークショップ 

 

福岡女子大学 最高顧問  梶山 千里 

11:50-12:30 自己紹介・目標設定 ディレクター 

13:30-15:00 トップリーダーの講話と対話 放送大学福岡学習センター 所長 安河内 朗 

15:10-15:50 グループワーク ディレクター 

16:00-17:30 トップリーダーの講話と対話 福岡女子大学 理事長兼学長 向井 剛 

17:40-18:20 グループワーク ディレクター 

18:20-19:00 ホテルチェックイン  

19:00-20:30 受講生同士の交流会 1期(H28年度)～5期(R2年度)修了生参加 

１１月１９日（金） 

時 間 内 容 等 講 師  

9:00-10:30 トップリーダーの講話と対話 篠原公認会計士事務所グループ 代表 篠原 俊 

10:30-10:50 グループワーク ディレクター 

11:00-12:30 トップリーダーの講話と対話 ㈱西部技研 代表取締役社長 隈 扶三郎 

13:30-14:10 グループワーク ディレクター 

14:10-16:10 トークセッション あやべクリニック ゼネラルマネージャー 綾部 純子 

福岡県 男女共同参画推進課 課長 柳瀬 留美 

㈱博多大丸 販売サービス運営部 部長 杦平 志保  

 

 

16:10-17:10 グループワーク ディレクター 

18:00-20:00 
トップリーダーやロールモデルとの 

意見交換会・交流会 

あやべクリニック ゼネラルマネージャー  綾部 純子 

福岡女子大学客員教授・前副知事     海老井 悦子 

福岡女子大学 最高顧問           梶山 千里 

㈱西部技研 代表取締役社長        隈 扶三郎 

篠原公認会計士事務所グループ 代表   篠原  俊  

㈱博多大丸 販売サービス運営部 部長   杦平 志保 

福岡商工会議所 会頭            谷川 浩道 

福岡女子大学 理事長兼学長       向井  剛 

放送大学福岡学習センター 所長     安河内 朗 

㈱やずや 代表取締役会長        矢頭 美世子 

福岡県 男女共同参画推進課 課長     柳瀬 留美 

              
１１月２０日（土） 

時 間 内 容 等 講 師  

9:30-12:30 ワークショップ を、編む 代表             岡崎 大輔             

12:30-13:50 コミュニケーションランチ  

14:00-16:30 グループワーク ディレクター 

 

≪第２回≫ 日帰りフォローアップ研修 

１月２０日（木） 

時 間 内 容 等 講 師  

 9:30-12:00 グループワーク 福岡女子大学 最高顧問  梶山 千里 

13:00-14:30 トップリーダーの講義と対話 アジア開発銀行 駐日代表事務所 代表  児玉 治美 

 14:40-16:00 研修の振り返り  

16:00-16:30 講評、修了式、写真撮影等 福岡女子大学  理事長兼学長      向井  剛 

16:30-17:00 受講生間の交流会  

 

※スケジュール及び講師は変更になる場合がございます。

予めご了承ください。 


	■受講申込
	２０２１年８月１８日（水）～１０月２９日（金）

