立志挑戦塾

第14期

あおもり

塾生募集
申込期限

令和３年

5/28

必着
金

「一生の志」と
「一生の仲間」を
見つけませんか
令和３年

面接
日時

6 5
月

あおもり立志挑戦塾 塾長

日（土）

（一財）
日本総合研究所 会長
多摩大学 学長

青森市内

面接
会場

個別の面接日時、会場は別途お知ら
せします。

20代〜30代の
社会人

募集
塾生

20

名程度

個別の面接日時、会場は別途お知ら
せします。

（ 全５回と成果報告会への出席を
）
基本とする
※ 応募者多数の場合は、書類等により
受講者を選考させていただく場合が
ございますので、
ご了承ください。

受講料

寺島 実郎 氏
１９４７年北海道生まれ。早稲田大学大学院政治学
研究科修士課程修了後、三井物産に入社。米国三井
物産ワシントン事務所長、三井物産戦略研究所所長・
会長等を歴任。現在は『寺島実郎の世界を知る力』
（毎
月第３・第４日曜日 TOKYO MX）等に出演し常に
最新の時代認識を発信している。

応募
方法

40,000

円/年

1

入塾目的と自己紹介（８００字程度）

2

履歴書

※ 宿泊を希望されない場合
（自宅からの
通い等）
は、
30,000 円 / 年となります。

年間スケジュール

年５回・各２日間

下記の書類を郵送または電子メールで、
「 青 森 県 地 域 活 力 振 興 課 人 づくり
グループ」
まで提出してください。

3

（

氏名・ふりがな・生年月日・男女の別・連絡先・
申込者本人の連絡がつくメールアドレスは必ず
明記

勤務先からの推薦書または承諾書

（自営業の方は不要）

第１回 7/2（金）▷ 3（土）

第2回 9/4（土）▷ 5（日）

第3回 10/16（土）▷ 17（日）

第4回 11/13（土）▷ 14（日）

第5回 12/10（金）▷ 11（土）

成果報告会 令和４年２月上旬

※ 一部講座は、
経営者等を対象とした
「あおもり立志経営塾」
と併催になります。

お申込み
お問合せ

青森県企画政策部地域活力振興課 人づくりグループ

〒030-8570 青森県青森市長島１丁目１−１
TEL 017-734-9133 FAX 017-734-8027
E-mail jinzai@pref.aomori.lg.jp

詳細はこちら
あおもり立志挑戦塾

）
グループディスカッションは
マスク着用の上で実施します。
また、新型コロナウイルス感染
症の感染防止対策をとった
上で塾を運営いたします。
※ 新型コロナウイルス感染症の
感染状況により、塾の内容を
変更（オンラインの活用等）
し、
又は中止とする場合がありま
すので、
ご了承ください。

あおもり立志挑戦塾

塾長

寺島 実郎

氏
Jitsuro TERASHIMA
Proﬁle
□ 米国三井物産ワシントン 事務所長
□ 三井物産常務執行役員
□ 三井物産戦略研究所 所長・会長
□ 一般財団法人 日本総合研究所会長
□ 多摩大学学長

あおもり立志挑戦塾は、ふるさ
とを愛し、地域をけん引する挑戦
意欲をもった若者たちを育てた
いとの想いの下、創設された。
私自身、社会人として働き始め
た頃、都心のホールの講演会の
片隅で、丸山眞男氏、福田恆存
氏の話を聞いた思い出がある。
話の内容は記憶にないが、幾つ
かの心に残る言葉、物の見方に
刺激を受け、家路についた。
自分が生きている時代を的確
に把握することは容易ではない。
だからこそ、時代に対し真剣に発
信している人々の話を体系的に
聞く機会を提供する必要性を強
く感じている。
いま日本に欠けているものは
本質を見抜く知の力である。
それ
こそがあらゆる意味での行動と
変革の基盤である。若き志をもっ
た青森の多くの若者たちに出会
えることに期待したい。

あおもり立志挑戦塾

コーディネーター /
塾長特別補佐

佐藤 大介 氏
Daisuke SATO

１９７５年大阪府生まれ、千葉県
育ち。早稲田大学理工学部建築
学科卒業後、１９９９年に三井物
産（株）入社。
ニューヨーク駐在
員などを経て、2004 年（株）星
野リゾートに入社。星野リゾート
青森屋、星野リゾートトマム総支
配人、本社取締役・マーケティ
ング統括、同・海外運営統括
を歴任。
２０１９年１月の退社後、
現在は、青森や東北を元気にす
べく（株）東北アレンジャーズを
立ち上げるとともに、
（株）刀エグ
ゼクティブディレクターなどを通
して地方をマーケティングの力
で元気にする活動を行う。
「あお
もり立志挑戦塾」第１期生。

Proﬁle
□（株）
東北アレンジャーズ
代表取締役

□ 前・
（株）
星野リゾート取締役・

□（株）
刀 エグゼクティブディレクター

□ 青森県総合計画審議会委員

海外運営統括

プランニング＆オペレーション

あおもり立志挑戦塾

主な講師（予定）

名誉塾長

第２回（9/４）講師

日比 絵里子 氏
Eriko HIBI

初代塾長

野田 一夫
Kazuo NODA

第２代塾長

明

氏

氏
Shigeru TENMYO

Proﬁle

Proﬁle

Proﬁle

□ 国際連合食糧農業機関
駐日連絡事務所 所長

□ 一般財団法人 日本総合研究所
名誉会長

□ 一般社団法人 人間力
大学校 理事長

上智大学法学部卒業後、英国レディング大学大学院と米国ジョンズホプ
キンス大学高等国際関係大学院（SAIS）にて国際関係学修士課程修了。
国連人口基金（UNFPA）のウズベキスタン事務所やアジア太平洋地域
事務所などを経て、２０１１年国際連合食糧農業機関
（FAO）
入職。
シリアや
大洋州事務所長等を歴任し２０２０年９月より現職。
飢餓に終止符をうち、誰一人残さずすべての人が健康な食事をできる
ように食料システムを改善していく。
このような FAO のビジョンを念頭に置き、
これまでは発展途上国における持続可能な食料生産の促進に向け支援
をしてきた。
日本では、農業・食料分野におけるポテンシャルに着目し、技
術・情報・資金面での国際協力の推進をどう推進するかを課題と見て、
日本国内での新たなパートナーとの協力強化に向けて全力で取り組む。

第３回（10/16）講師

桜田 一洋 氏

□ 公認会計士

タイムスケジュール

2日間

１日目
１３:００〜16:00
塾長・講師による講話・
質疑応答

２日目
８:００〜13:００
グループディスカッションの
結果発表・講評

Kazuhiro SAKURADA
Proﬁle
□ 国立研究開発法人理化学研究所
先端データサイエンスプロジェクト
プロジェクトリーダー

１９６２年岡山県生まれ。大阪大学大学院修士課程を修了。協和発酵で
ゲノム創薬や再生医療の研究を行い、その後バイエル薬品で執行役員
リサーチセンター長を務める。
２００８年からソニーコンピュータサイエンス
研究所でAIの研究を開始。
２０１８年より理化学研究所でAIと医学を融合し
た研究を開始。
理学博士。
近著
「亜種の起源 苦しみは波のように」
（幻冬舎）
。

新型コロナウイルス感染症の
感染防止対策について

1６:００〜21:00
グループディスカッション
（途中、
夕食をはさむ）

塾の運営にあたり、右の項目など
❶ 身体的距離の確保
感染防止対策を徹底しますので、
❷ マスクの着用
ご協力をお願いいたします。

１3:００頃
解散

❸ 手洗い・手指消毒の徹底
❹ 検温、体調確認の実施

