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第 19 回日本の次世代リーダー養成塾（青森県推薦枠）募集要項 

 

 

１ 趣旨 

  県では、全国の高校生同士が切磋琢磨する環境の中で、将来のリーダーとなる人財の育成を目指

す「日本の次世代リーダー養成塾」の趣旨に賛同し、青森県の未来をつくる高校生を対象に、チャ

レンジ精神あふれる人財を育成することを目的として、当該塾に本県参画枠を設けて派遣するもの

です。 

 

 

２ 求める塾生像 

  日本の次世代リーダー養成塾（青森県推薦枠）は、以下のような高校生を募集します。 

（１）高い志を持ち、将来社会のリーダーとして活躍したい者。 

（２）リーダーとして自ら考え、行動したい者。 

（３）何事にも目標を持って行動し、前向きに取り組む者。 

（４）自らの知的好奇心を満たすための努力を惜しまない者。 

（５）基本的な生活習慣と倫理観をもち、豊かな人間性を有する者。 

（６）日本のみならず、世界の人々のために貢献したい者。 

 

 

３ 塾開催日程等 

（１） 開催日程 

2022 年７月 26 日(火)～８月８日(月) 

（２） 開催施設 

グローバルアリーナ（福岡県宗像市吉留 46-1） 

佐賀県波戸岬少年自然の家（佐賀県唐津市鎮西町名護屋 5581-1） 

※波戸岬少年自然の家は７月 30 日（土）～８月２日（火）の３泊４日で宿泊 

（３） 塾生 

全国の高校生（１年生～３年生） 170 名程度 

 

 

４ 主催 

  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）＞ 

  参画自治体：北海道 青森県 岩手県 静岡県 岐阜県 和歌山県 愛媛県 福岡県 

        佐賀県 福岡県宗像市 沖縄県うるま市 

 

 

５ 募集人数 

  青森県推薦枠  10 名 

 

 

６ 応募資格等 

（１）応募資格 

次の全ての条件を満たすことが必要です。 

① 2022 年度に、高等学校（準ずる学校や海外の学校に在籍・留学中も可）に在籍しており、 

2003 年４月２日～2007 年４月１日までの生まれであること。 

② ２週間の共同生活とカリキュラムに耐えうる強い精神力と体力を持っていること。 

③ 第１回～第 18 回までの日本の次世代リーダー養成塾（以下、「リーダー養成塾」という。）に

参加していないこと。 
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④ リーダー養成塾の全てのプログラムに参加できること。 

⑤ 所定の参加費とその他必要な経費を負担できること。 

⑥ 新型コロナウイルスワクチンの２回目接種がリーダー養成塾初日３週間前（７月５日）まで

に完了していること（可能な方は３回目接種も完了させることが望ましい）。 

 ※万が一、２週間前までに接種が完了できない可能性を考慮して、リーダー養成塾では３週間

前に接種が完了するようお願いしています。 

 ※諸般の事情により、ワクチン接種できない方は事前にリーダー養成塾事務局へ相談してくだ

さい。 

⑦ リーダー養成塾が定めた方法でのＰＣＲ検査をリーダー養成塾開始直前に受けること。※「12 

その他（６）」を参照 

⑧ 海外から帰国してリーダー養成塾へ参加を希望の場合、海外からの帰国日がリーダー養成塾

初日１ヶ月前の６月 25 日までであることが望ましい。 

 ※厚生労働省は海外からの帰国者に対し、入国した翌日から起算して 14 日間を自宅等で待機と

していますが、リーダー養成塾では慎重を期すためリーダー養成塾初日１ヶ月前を目安とし

ます。 

⑨ リーダー養成塾参加後にリーダー養成塾事務局が行う活動状況等の調査やアンケートに回答

すること。 

 

（２）併願について 

① 青森県推薦枠と一般公募枠の併願は認めません。 

② 出願後の枠の変更は認めません。 

 

 

７ 出願方法等 

（１）出願方法 

  ① （２）に掲げる書類を、所定の募集期間内に、所定の出願先に提出してください。 

  ② 出願書類のうち、別紙様式１～４は、青森県庁ホームページから各自ダウンロードしてくだ

さい。ダウンロードができない方は、郵送しますので、問い合わせ先（青森県推薦枠窓口）ま

でご連絡ください。 

  ③ 出願書類は、簡易書留郵便により提出するか、県庁企画政策部地域活力振興課人づくりグルー

プに直接お持ちください。 

（２）出願書類 

① 出願者調書（別紙様式１）  １部   （正１部） 

② 作文（別紙様式２）     １部   （正１部） 

③ 自己評価書（別紙様式３）  １部   （正１部）※必ず出願者本人が記入 

④ 出願者評価書（別紙様式４） １部   （正１部）評価者は６親等以内の親族を除くこと。 

⑤ 第一次審査結果通知用封筒  １部   （定形封筒長形３号（縦 23.5cm×横 12cm）で、表に 

出願者の郵便番号、住所、氏名を明記すること。） 

  ⑥ 切手            94 円分  第一次審査結果通知用封筒の所定の位置に貼付す

ること 

  ※出願者評価書は評価者が厳封してください。 

※出願書類は、出願者もしくは評価者本人による自筆が原則です（身体的理由によるワープロ・パ

ソコンの使用、他人の代筆は認めます）。なお、黒のボールペンで記入してください。消えるボ

ールペンや鉛筆は使用しないでください。 

（３）募集期間 

   2022 年４月１日（金）～2022 年５月６日（金）（消印有効） 

（４）出願先 

〒030-8570 青森市長島１－１－１ 青森県企画政策部地域活力振興課人づくりグループ 
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８ 選考 

  選考は、県が別途設ける審査会において、書類審査、面接審査により行います。 

（１）第一次審査（書類審査） 

   出願書類（出願者調書、作文、自己評価書及び出願者評価書）に基づき書類審査を行い、第一

次審査通過者を決定し、出願者全員に対して郵送により結果を通知します。 

   発送は 2022 年５月 13 日（金）頃を予定しております。 

（２）第二次審査（面接審査） 

 第一次審査通過者を対象に面接審査を行います。 

① 面接予定日 

2022 年５月 21 日（土）  

② 面接場所 

青森市内 

（詳細な日程及び会場は、第一次審査通過者に通知します。） 

※今後、５月の面接実施前に新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している場合は、オン

ラインによる面接審査になる場合があります。 

 

 

９ 受講者決定等 

（１）受講者決定 

   県は第二次審査通過者を塾長へ内申し、塾長が受講者を決定します。 

（２）通知方法 

   青森県推薦枠第二次審査受験者全員に対して、郵送により結果を通知します。 

   発送は 2022 年６月３日（金）頃を予定しております。 

（３）辞退者の取扱い 

   受講者決定後は、原則として参加を辞退することができません。やむをえず受講予定者が参加

を辞退する場合には、受講者決定を取り消します。詳しくは「10 参加費（５）受講辞退による参

加費の返還」をご確認ください。 

 

 

10 参加費 

（１）金額 

   １３０,０００円 

   ※青森空港から開催施設までの往復旅費については日本の次世代リーダー養成塾が負担します。 

   ※自宅から青森空港までの旅費は自己負担となります。 

   ※リーダー養成塾初日と最終日に各主要駅等（福岡空港、博多駅、小倉駅）とグローバルアリ

ーナ間の無料貸切バスを運行します。 

   ※別途、テキスト代・リーダー養成塾期間中の傷害保険料・ＰＣＲ検査代・Ｔシャツ代等（お

よそ 15,000 円）を塾初日に徴収します。 

（２）納入方法 

   受講決定の通知の後、納入期限までに日本の次世代リーダー養成塾事務局指定の口座に受講者

名義で一括納入してください。振込み手数料は受講者の負担となります。なお、県では参加費の

取りまとめは行いません。 

（３）参加費納入期限 

2022 年６月 15 日（水） 

（４）参加費を期限までに納入しない場合の取扱い 

参加費を期限までに納入しない場合は、受講者決定を取り消します。 
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（５）受講辞退による参加費の返還 

リーダー養成塾実施に影響を及ぼすため、受講者決定後は、原則として参加を辞退することが

できません。やむをえず参加を辞退する場合は、メール又は電話で日本の次世代リーダー養成塾

事務局へ申し出てください。その後、辞退届を同事務局へ提出していただきます。 

なお、参加費納入期限後に受講を辞退する場合、参加費の全額又は一部について返還しません。

期日については下記を参照してください。 

・６月 24 日（金）17 時 00 分までに連絡をした場合、参加費の一部を返還しません。 

・６月 24 日（金）17 時 00 分以降に連絡をした場合、参加費の全額を返還しません。 

※病気・怪我など不可抗力の理由により参加出来ない場合は、参加費の一部を返還します。病院  

   を受信したことがわかる書類を提出してください。 

  ※発熱等のかぜ症状が見られる場合、個別に対応します。参加出来ない場合、参加費の一部を返

還します。病院を受診したことがわかる書類を提出してください。 

 

 

 
 

 

11 事前研修、レポート等の作成、報告会 

（１）事前研修 

   参加者は、この事業の趣旨や内容について理解を深めるため、2022 年７月中旬頃に青森市内で

開催予定の事前研修に参加してください。（詳細な日程及び会場は、受講決定者に通知します。） 

（２）参加報告レポート 

   参加者はリーダー養成塾参加後に、県が指定する日までに参加報告レポートを提出してくださ

い。 

（３）報告会 

   参加者には、県が指定する報告会等への参加及び報告をお願いすることがあります。 

 

 

12 その他 

（１）参加者負担金のほか、次に掲げる経費は参加者本人の負担となります。 

  ① この事業に応募するために必要な経費。 

  ② 事前研修参加、参加報告レポート作成、報告会参加に要する経費。 

  ③ 自宅とリーダー養成塾参加に係る集合場所、解散場所間の交通費。 

  ④ リーダー養成塾期間中に加入する傷害保険に該当する場合（事故によるケガが原因の入院等）

を除き、リーダー養成塾への参加中（移動中及び事前の研修等を含む）に生じた負傷、疾病等

に伴う経費。 

  ⑤ その他小遣いなど、個人的な経費。 

（２）自然災害や新型コロナウイルス陽性者発生等の理由により、リーダー養成塾を中断した場合で

も、原則参加費は返金しません。 

（３）現地での合宿形式のみの開催とし、オンライン形式での同時開催は実施しません。 

（４）受講決定後、新型コロナウイルス陽性になった合格者は、リーダー養成塾事務局に連絡してく

ださい。 

（５）参加２週間前から合格者本人とその同居家族（寮の場合は同部屋の者）は毎日健康観察をし、

事務局へ報告してください。発熱等のかぜ症状が見られる場合、個別に対応します。 

（６）合格者にはＰＣＲ検査を受けていただきます。検査方法は合格者へ連絡します。陽性になった

場合は、リーダー養成塾への参加はできなくなります。参加費は全額返金となります。 

 

 

＜辞退連絡方法＞・メール（info@leaderjuku.jp）または電話（03-5466-0804） 

       ・受講者名及び辞退理由をご連絡ください。 
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13 問い合わせ 

応募資格、選考方法などについて不明な点があれば、県又はリーダー養成塾事務局に問い合わせ

てください。 

 

 

＜青森県推薦枠窓口＞  

青森県企画政策部地域活力振興課人づくりグループ 

 「日本の次世代リーダー養成塾」担当  

〒030-8570 青森市長島 1－1－1  TEL: 017－734－9133  FAX：017－734－8027 

メールアドレス:jinzai@pref.aomori.lg.jp 

ホームページ：http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/seisaku/hitozukuri_top.html 

 

＜日本の次世代リーダー養成塾事務局窓口＞ 

 日本の次世代リーダー養成塾 

〒107-0062 東京都港区南青山 5-12-28-403 

TEL：03-5466-0804）  FAX：03-5466-0842 

（電話でのお問合せは平日 10 時 00 分～17 時 00 分） 

メールアドレス：info@leaderjuku.jp 

ホームページ：https://leaderjuku.jp/ 



 



⑤在学校名（○○県立○○高等学校、私立○○高等部など、正式名称を記載してください） 学年 学校所在地

都・道

府・県
年

 漢字

学校電話番号 担任教諭名

⑥

保

護

者

氏

名

姓 名 印 続柄

 フリガナ

出願者

番号

※記入しないこと

（様式１）

第１９回日本の次世代リーダー養成塾

出　願　者　調　書

※黒のボールペンで楷書で記入してください。消えるボールペンや鉛筆不可。

①出願区分 青森県推薦枠

④性別（該当の□にチェック）

□男　　□女

姓 名
写真貼付欄

縦４cm×横３cm
 フリガナ

 漢字

※出願締切日を含めて３ヶ月

　以内撮影、無背景、脱帽、

　正面上半身撮影、白黒可。

※裏面に氏名を記入の後、

　貼付すること。

③生年月日

　（西暦）　　　　　年　　　月　　　日生

　（２０２２年７月２６日現在　　 　　　歳）

②

出

願

者

氏

名

⑧

電

話

番

号

自宅電話番号

携帯電話番号（家族）

携帯電話番号（本人）

携帯メールアドレス （本人・なし）

ＰＣメールアドレス （本人・家族・なし）

⑨

Ｅ

メ

｜

ル

参加に際し留意が必要な点（任意）

※アレルギーやご病気をお持ちの方などは、事務局の事前の準備のためにご記入をお願いします。審査には影響しません。

⑵寮住所※寮に住んでいる場合、記入してください。

郵便番号　　　　－

書類の送付先を、上記の⑴と⑵の住所から選択してください。

⑴□　⑵□

夏休み期間中の書類送付先住所（寮に住んでいる生徒対象）

郵便番号　　　　－

(1)現住所※

選

考

結

果

な

ど

の

重

要

な

お

知

ら

せ

の

通

知

先

と

な

り

ま

す

の

で

正

確

に

ご

記

入

下

さ

い

。

　

　

　

　

　

⑦

現

住

所

郵便番号　　　　－
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（様式１）

⑩海外渡航歴：１ヶ月以上、海外在住歴や留学歴がある人は、場所や期間などを記入してください。

 □在住　　□留学　　□研修 年　　 月～　　　  　年　　 月

 □その他
　　　　　　　　計　　　年　　　ヶ月

（　　　　 　　　　　 　 　）

滞在の種類 渡航先（国・州など） 期間 (年は西暦)

 □在住　　□留学　　□研修 年　　 月～　　　  　年　　 月

 □その他
　　　　　　　　計　　　年　　　ヶ月

（　　　　 　　　　　 　 　）

 □在住　　□留学　　□研修 年　　 月～　　　  　年　　 月

 □その他
　　　　　　　　計　　　年　　　ヶ月

（　　　　 　　　　　 　 　）

 □在住　　□留学　　□研修 年　　 月～　　　  　年　　 月

 □その他
　　　　　　　　計　　　年　　　ヶ月

（　　　　 　　　　　 　 　）

※資格保持者は、資格名やスコアなどを記入してください

[   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

[　　　　　　　]語  □議論ができる　　□日常会話ができる　　□簡単な会話ができる　□あいさつ程度

※資格保持者は、資格名やスコアなどを記入してください

[   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

⑪語学能力：日本語以外の語学能力（英語を含む）について、該当する語学レベルを選択し、資格がある場合はスコ

アなどを記載してください。英語以外の語学ができる場合は、それについても記載してください。

[　　　英　　　]語  □議論ができる　　□日常会話ができる　　□簡単な会話ができる　□あいさつ程度

※資格保持者は、資格名やスコアなどを記入してください

TOEIC[　　　　 点]　TOEFL[　　　　 点]　英検[　　　　 級]　その他[　　  　　      　　　　　            　　]

[　　　　　　　]語  □議論ができる　　□日常会話ができる　　□簡単な会話ができる　□あいさつ程度

1
年　　 月～　　　  　年　　 月

　　　　　　　　計　　　年　　　ヶ月

⑫学校その他の団体等での活動歴（生徒会、学級、部活動、リーダー研修、その他サマースクール等）　※中学以降

（組織や活動の中でリーダー的役割の経験がある場合、「役職」欄に役職名を記載してください。）

組織や活動の名称 役職 年齢 期間 (年は西暦)

3
年　　 月～　　　  　年　　 月

　　　　　　　　計　　　年　　　ヶ月

2
年　　 月～　　　  　年　　 月

　　　　　　　　計　　　年　　　ヶ月

5
年　　 月～　　　  　年　　 月

　　　　　　　　計　　　年　　　ヶ月

4
年　　 月～　　　  　年　　 月

　　　　　　　　計　　　年　　　ヶ月
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（様式１）

⑬その他特記事項（資格・各種競技会・コンクール・展示会・懸賞論文等受賞歴など）　※中学以降

年

（西暦）
月 年齢 資格・競技・コンクール等名称 主催機関

成績結果、公式

記録、資格級位

2

1

4

3

5

⑭あなたの目指すリーダー像を教えてください。

⑮あなたが解決したいと思う日本や世界の課題とその理由を書いてください。
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⑱あなたはリーダー養成塾をどうやって知りましたか（該当する番号に○してください、複数回答可）。また、差し

支え無ければ詳しい内容を教えてください。

１．学校や先生から案内された ２．親や親戚から勧められた ３．兄弟や親戚が過去に参加した

⑰あなたの将来の夢は何ですか。また、その夢に向かって心がけていることは何ですか。

（様式１）

⑯あなたはどのような大人になりたいですか？

※記載された個人情報は、塾に関するご連絡・ご案内及び選考・クラス資料のために利用します。本人の許可なく第

三者に提供することはございません。

出願者調書（様式１）は以上です。

１０．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

詳しい内容（例：担任の先生から勧められた、卒塾生がＳＮＳで紹介していた、など）

７．公式ホームページを見た ８．チラシやポスターを見た ９．SNS(Facebook,Twitter等)で見た

４．過去の参加者から勧められた ５．新聞で見た ６．テレビで見た
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＜作成時の注意＞

　○使用言語：日本語（横書き）で書くこと。

　○字　　数：１２００字以内にまとめること。

　○出願者本人の自筆によること（身体的理由によるワープロの使用、他人の代筆は認めます）。

　〇黒のボールペンで楷書で記入してください。消えるボールペンや鉛筆不可。

フリガナ

氏名

出願者番号
※記入しないこと

（様式２）

第１９回日本の次世代リーダー養成塾

作　　文

次のテーマで作文を書きなさい。

ミャンマーでは、昨年２月のクーデター以来１年間で軍事政権の弾圧で殺害された無実の人々は1500人を超えました。

また、ロシアのウクライナ軍事侵攻でたくさんの人々が爆撃により殺され、多くの小さな子供たちも犠牲になっていま

す。国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）によると2020年末時点で、地球上で起きている紛争や迫害で故郷を追われた

人々は8240万人になりました。

　戦争や紛争を終わらせるにはどうしたらいいですか。あなたが考える具体策を書いてください。

また、高校生のあなたが今できることは何ですか。すでにやっていることがあれば書いてください。
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（様式２）
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（様式２）
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１　自分の長所は何ですか。具体的に書いてください。（複数回答可）

出願者

番号

※記入しないこと

（様式３）

第１９回日本の次世代リーダー養成塾

自　己　評　価　書

【注意】あなた自身を客観的に見つめ、自己推薦書としてではなく自己評価書として作成してください。ありのま

まを記載してください。

　※黒のボールペンで楷書で記入してください。消えるボールペンや鉛筆不可。

出願者氏名 姓 名

３　自分の学力、人柄についてあなたの意見を書いてください。

２　自分の短所は何ですか。具体的に書いてください。（複数回答可）
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⑫集団行動のために設けられた規則を守ることができる

①将来の日本を背負う一員として高い志を持っている （　はい　・　いいえ　）

（様式３）

４　以下の設問に「はい」または「いいえ」で回答してください。

⑩起床・就寝時間や集合時間など時間厳守の行動ができる （　はい　・　いいえ　）

⑨携帯電話やパソコンの無い生活を過ごすことができる

（　はい　・　いいえ　）

⑬他人を思いやることができる （　はい　・　いいえ　）

④親元を離れての自立した生活ができる （　はい　・　いいえ　）

（　はい　・　いいえ　）

⑪あいさつや言葉遣いが適切である （　はい　・　いいえ　）

⑤精神的・体力的に２週間の共同生活ができる （　はい　・　いいえ　）

⑥新しい環境にすぐに慣れ、積極的に仲間をつくることができる （　はい　・　いいえ　）

⑧人の話をしっかり聞くことができる （　はい　・　いいえ　）

⑦集団の中で積極的に発言ができる （　はい　・　いいえ　）

②自分のためではなく、人のために役に立ちたいと思っている （　はい　・　いいえ　）

③リーダーとして資質を高める努力を行っている （　はい　・　いいえ　）
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おもいやり・協調性

優れている 普通 やや劣る

優れている 普通 やや劣る 劣る

意欲・熱意

優れている 普通

優れている 普通 やや劣る 劣る

劣る

自制心

優れている 普通 やや劣る 劣る

自立性

やや劣る 劣る

指導力

劣る

優れている 普通 やや劣る 劣る

知的能力

優れている 普通 やや劣る

思考力及び創造力

３　出願者の能力・人柄について、下記の項目ごとに評価してください。（選択した□にチェック）

出願者

番号

※記入しないこと

（様式４）

第１９回日本の次世代リーダー養成塾

出　願　者　評　価　書

出願者氏名 姓 名

１　どの位の期間、出願者を知っていますか。

２　どのような立場で出願者を知っていますか。

【注意】出願者は、あなた自身を客観的によく把握し、知ることのできる立場にある方（六親等内の親族は除きま

す）に、推薦書としてではなく評価書として作成を依頼してください。最後に評価していただいた方の記名・押印

欄があります。

　※黒のボールペンで楷書で記入してください。消えるボールペンや鉛筆不可。

４　出願者の学力、人柄についてあなたの意見を書いてください。

非常に優れている

非常に優れている

非常に優れている

非常に優れている

非常に優れている

非常に優れている

非常に優れている
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（様式４）

５　出願者の長所・短所について具体的に書いてください。

【内容】

７　出願者が日本の次世代リーダー養成塾を受講するにふさわしい人物かどうか、あなたの総合的な判断を

下欄に示しその理由を書いてください。

大いにある 少しある まったくない

６　「日本の次世代リーダー養成塾」では２週間の集団生活を行いますが、出願者に何か不安はあります

か。その内容を書いてください。

強くそう思う そう思う そう思わない

【理由】

あまりそうは思わない

※　記載後は封筒に厳封の上、出願者にお渡しください。

所属団体等

役職等

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

〒　　　　　－

評価者氏名

住所

電話番号

記入日
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