アジア社会起業家育成塾
Asian Social Entrepreneurship College
2018 年度 募集要項（追加募集締切 2018 年 6 月 30 日（土）15:00）
「アジア社会起業家育成塾」（旧・「アジア NGO リーダー塾」）は、日本が深いつながりを持つアジ
アを舞台に、市民の自発的事業および組織を起こそうとする人、ビジネスを通して社会開発を行お
うとする人の発掘・支援を目的とした人材育成塾です。2009 年度から 2017 年度までに計 66 名が
修了しました。このうち、11 名が何らかの形で NGO 事業または社会的企業を立ち上げています。
本年度（2018 年度）は、とくにアジアの国々との国際協力の経験や組織での実務経験を積み、
アジアを舞台に共生の理念に基づく社会変革を起こしたいとの志を持たれる方を歓迎します。
■募集人数

塾生 12 名 ＊資格については後述 【応募資格】を参照。

■研修会場

アジア文化会館（東京都文京区）ほか（予定）

■受講料（年間）

社会人：80,000 円／人・年、学生：50,000 円／人・年（留学生は 30,000 円）

（*インドネシア訪問関係費用の一部を、別途お支払いいただきます（食事代除く）：社
会人 4 万円、学生 1.5 万円（予定）。詳細は、http://acc21.org/action/anli.html をご覧
ください。）
■こんな人を求めています！
 アジアの人々の「声」を自ら聞き、彼らと共に問題の改善・解決を図ろうとする姿勢を持つ人
 アジア地域の人々が直面する貧困や人権侵害等の社会問題に市民の立場からチャレンジし
ようとする人
 日本を取り巻くアジアの隣国と我が国との関係の現状に問題意識を持ち、未来の創造的な
共生関係に向け行動を起こそうとする人
 開かれた心を持ち、目的を追求・実現するために社会の異なるセクター（立法府、行政、経済
界、労働界、大学等）の人々と協働し、ネットワークを広げ、活動する人。
■塾生育成のアプローチ
1. 参加する塾生の個々の問題意識を大切にします。
2. 座学はゼミ形式で、参加型です。事前学習をもとに率直な意見交換を行い議論する中で、
各塾生が自ら問題意識を深化させ、行動を起こす知的条件づくりを補助します。
3. NGO リーダーや社会起業家（ソーシャル・ビジネス実践者）との出会いの場を作り、創業者
の理念や事業運営手法など直接的に学ぶ機会を提供します（今年は、インドネシアを訪問
します）。
■6 つの特徴
1. 塾生が取り組む課題について塾生仲間たちと共に考察し、理解を深めます。
2. NGO リーダー、社会起業家の下で、インターンシップをする機会が与えられます。
3. 塾生の目標達成に向けた助言等フォローアップ活動を行います。
4. 修了生とのネットワークに参加し、同じ志を持つ人たちとの「輪」に参加できます。
5. 遠距離参加者への交通費補助制度が設けられています。
6. 塾生の国籍を問いません。
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■応募資格


アジア域内の国を訪問した経験を有する人



英語での会話能力、文章作成能力を有する人



海外研修に参加する 20 歳未満の学生については保護者の同意を得られる人
2018 年 5 月 1 日（火）～ 6 月 30 日（土）15:00（追加募集締め切り）

■募集期間

■本公募に関する説明会（予定）
第 1 回説明会：2018 年 5 月 19 日（土）、第 2 回説明会：2018 年 6 月 3 日（日） （終了）
■提出書類（2 点）

①受講申込書、 ②小論文（3,000 字以内）。
なお、②小論文は、「テーマ（1）：貧富の格差が拡がるアジアの人々の生
活と私の挑戦」または「テーマ（2）：アジアの人々との絆と私が取り組みたい
課題(*)と展望」のいずれかを選択してください（* 「課題」は各自が設定してく
ださい））。
フォームは ACC21 ウェブサイトからダウンロードできます。また、ご希望に
応じてメールでお送りしますので、事務局まで E メールでご連絡ください。

■応募書類提出締切（追加募集） 2018 年 6 月 30 日（土）15:00 まで（E メールでのみ受

け付けます）。
■提出先

上記提出書類（2 点）をＥメール（デジタルファイル）で以下までご提出ください。
（特活）アジア・コミュニティ・センター21 「アジア社会起業家育成塾」事務局
〒113-8642 東京都文京区本駒込 2-12-13

アジア文化会館 1F

TEL：03-3945-2615 (10-18 時）FAX：03-3945-2692
■選考

E-mail: asec@acc21.org

書類審査と面接
1）書類選考（7 月 2 日（月）午後に書類選考結果を E メールで各申請者に連絡
します）
2）面接審査 (約 20 分程度。以下の 2 日程から申込時に選択してください）
2018 年 7 月 7 日（土）、もしくは 7 月 8 日（日）
場所：アジア文化会館（予定）

■結果発表（最終選考）

2018 年 7 月 9 日（月）
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■運営委員会■
伊藤道雄

特定非営利活動法人 アジア・コミュニティ・センター21 代表理事

廣野良吉

成蹊大学 名誉教授、一般社団法人 環境パートナーシップ会議 代表理事

堀内光子

公益財団法人 アジア交流・研究フォーラム 理事長

細川あつし

跡見学園女子大学 教授、 一般社団法人 従業員所有事業協会 代表理事
一般財団法人 MRA ハウス 専務理事

毛原 清

【個人情報の取り扱いについて】
①申込書でご提供いただいた個人情報は、当塾での事務手続き、連絡手段の目的以外には使用
しません。
②個人情報は、申込者のご同意なく第三者に開示・提供・預託することはありません。
■カリキュラム■
開催期間: 2018 年 7 月～2019 年 2 月
場所: アジア文化会館（文京区）
開催日時: 原則、隔週の土曜日午後 2 時~5 時に行います。
各回、課題レポート(3～4 ページ)を提出していただきます。
開講式、塾運営委員と塾生・塾生間の意見交換

7/14（土）（当初予定していた 7/7 から変更）

第 1 部：世界の現状を知る 7 月中旬～8 月中旬
＜ゼミナール＞
7/14（土） 「2030 年未来への選択と市民社会の役割」 (西川 潤
7/21（土）

早稲田大学名誉教授)

「途上国の地域住民は訴える～変容を迫られる日本の NGO の役割」(谷山博史 (特
活)日本国際ボランティアセンター代表理事)

8/4（土） 「アジアの農村社会の課題と展望：食と農といのちを考える～アジアの農村リーダーとの
自由懇談～」(荒川朋子

(学)アジア学院 校長 終日、アジア学院（栃木県那須塩原市）

を訪問予定。交通費は自己負担)
第 2 部：活動家の実践から学ぶ（8 月下旬～11 月）
8/18（土） 海外研修事前オリエンテーション
9/1（土）～9/8（土）海外研修「NGO/社会的企業による村落開発・ソーシャルビジネスの現場を視る」
訪問先：ビナ・スワダヤ（学習テーマ：協同組合とマイクロファイナンスとソーシャルビジネスの仕組
み（仮題））、ディアン・デサ（学習テーマ：適正技術を利用したソーシャルビジネスの仕組
み（仮題））
9/22（土） 海外研修報告会
10/13（土）

「若者の力で、途上国に教育革命を」(仮題)(三輪開人

(特活)e-Education 代表理事)

10/27（土） 「ASEC/ANLP 修了生の事業立ち上げの経験から学ぶ」
報告者：柚木理雄（5 期生）（株）Little Japan 代表取締役
『チャレンジで開かれるキャリア～農林水産省、NPO、地域と世界をつなぐ「Little Japan」の取組
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を通じて～』
報告者：有川 凛（7 期生）RINDA Foundation 創設者
『除菌水”まましゅっしゅ”の開発からインドで財団の立ち上げへ～誰だって世界は変えられる
～』
11/18（日）

「日本近代化のグランドデザイナー「渋沢栄一」の理念と実践を改めて学ぶ」 (渋澤 健
コモンズ投信(株) 取締役会長、(公財)渋沢栄一記念財団 理事)

第 3 部：起業のための事業計画策定
12/1（土） 「起業のための事業計画」(細川 淳 跡見学園女子大学教授/（株）コア・ドライビング・フ
ォース代表取締役)
12/22（土） 塾生によるワークショップ「第 1 次起業計画の発表と共有」（助言者：細川 淳）
＜インターンシップ＞
本期間中、各塾生が掲げるテーマ（問題意識）を追求するに相応しい東京都内の NGO や社会
起業会社でのインターンシップの機会確保に協力します。
＜2019 年 2 月 成果報告会と修了式＞
一般公開とし、元塾生の参加も得て成果報告会を開催、終了後、修了式を行います。
◆「アジア社会起業家育成塾」の詳細は： http://acc21.org/action/anli.html
◆主催団体・運営事務局の ACC21 の詳細は： http://acc21.org/
（特活）アジア・コミュニティ・センター21 (ACC21)
〒113-8642 東京都文京区本駒込 2-12-13 アジア文化会館 1F TEL：03-3945-2615
(平日、10-18 時）FAX：03-3945-2692

E-mail: asec@acc21.org

担当：鈴木
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