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§1

団体概要

団体名

グローバル・ネクストリーダーズフォーラム学⽣本部

代表

東京⼤学 医学部（内定）⼆年⽣
林

航平

URL

http://jp.g-nextleaders.net

設⽴

2010 年 7 ⽉１⽇

法⼈格

⼀般社団法⼈
2015 年 4 ⽉１⽇ 取得

所在地

〒113-0033
東京都⽂京区本郷 4-1-6

アトラスビル 6 階 IBIC 本郷内

歳⼊・歳出

2017 年度（決算）431 万円

構成員

25 名
（2016 年度加⼊ 14 名 2017 年度加⼊ 11 名）
（東京⼤学 19 名、国際基督教⼤学 3 名、東京⼯業⼤学１名、東京理科
⼤学１名、津⽥塾⼤学１名）
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§2

企画趣旨

グローバル・ネクストリーダーズフォーラム学⽣本部は、
「次世代のグローバルリー
ダーの育成」を理念としており、「他者との差異を前提とし、その差異を受け⼊れ尊重
する姿勢」がグローバルリーダーには必要不可⽋な素質と考えております。
私たちは、年に⼀度の「本会議」を開催しておりますが、次の 2 点からこの「本会議」
の開催が私たちの理念の実現に有⽤であると考えております。
1 点⽬は参加者の国籍の多様性です。弊団体の活動は国内のみならず海外の⼤学の教
授にもご理解をいただいており、弊団体の「本会議」の参加学⽣の募集の際にはそのよ
うな教授のお⼒に頼ることも可能です。これにより、キルギス・チュニジア・スロバキ
アといったような⽇本にいて通常⽿にすることのないような国からの学⽣も例年リク
ルートしております。また、このような教授のうちご都合のついた⽅は「本会議」への
参加もお願いしております。そのため、北⽶やヨーロッパなどに偏らない広い地域から
１０ヶ国を超える学⽣が「本会議」に参加しており、通常の国際交流の機会を⽐較して
もより⼀層多様な価値観にふれる機会を提供しております。
2 点⽬は提供するコンテンツの多様性です。弊団体は、国際系の学⽣団体としての強
みを存分に⽣かし、ご協賛をいただいている企業様・⼤学・ご後援をいただいている協
会様などとともに多様な⽴場から同じ問題について考え直す機会を提供しております。
本年度の本会議のテーマ「マイノリティに属するということ」に関しても、⼀つの視点
にとらわれず多⾓的な考えを養成することを⽬標としており、開会式における基調講演
のご講演者といたしまして弊団体が特別協賛を賜っている読売新聞社の記者の⽅、
「本
会議」後半に予定しておりますパネルディカッションには東京⼤学の准教授の⽅にご登
壇いただけることが確定しております。パネルディカッションに関しては、他にも企業
や NPO の⽅や、国際機関でのご経験のある⽅などにもご登壇いただくことを想定して
おり、現在打診中でございます。また、
「マイノリティ」について頭で考えることだけ
でなく実際に五感を通して体験することを必要と考えており、実際に「マイノリティ」
の⽅と触れ合うようなフィールドワークも予定しております。これらのようなコンテン
ツの多様性により、参加者が単⼀的なものの⾒⽅にとらわれない柔軟性を⾝につける機
会を提供しております。
これらの多様な価値観に触れる機会および柔軟性を⾝につける機会により、
「本会議」
を通じて参加学⽣は、⾃分と異なるような考えを受容し尊重するような姿勢を⾝につけ
ることができると考えております。
このような形により、グローバルリーダーに必要不可⽋な素質の涵養を⾏うことを
「本会議」の趣旨として掲げております。

2

§3

開催概要

名称

グローバルネクストリーダーズフォーラム 2019 本会議

東京⼤会

⽇時

2019 年 2 ⽉ 18 ⽇〜2 ⽉ 27 ⽇(海外参加者の到着・出発を含むてー)

場所

宿泊：国⽴オリンピック記念⻘少年総合センター
会議：国⽴オリンピック記念⻘少年総合センター等

協賛・講演等

特別講演：読売新聞社
助成

：公共財団法⼈ 双⽇国際交流財団
公共財団法⼈ 平和中島財団法⼈
公共財団法⼈ 三菱 UFJ 国際財団

協賛

：株式会社 futurelabo
：三菱商事株式会社

寄付

：⼀般社団法⼈ 駒場友の会

主催

グローバル・ネクストリーダーズフォーラム学⽣本部

参加国数

10 ヶ国程度

参加者

学⽣ 50 名程度(うち海外学⽣ 20 名程度)、教授 6 名程度(うち海外
⼤学教授 5 名程度)

主催

§4

グローバル・ネクストリーダーズフォーラム学⽣本部

ご協賛⽅法とそれぞれのリターンについて

資⾦協賛・現物協賛の⼆通りの協賛⽅法がございます。

4-1. 資⾦協賛について
⼀社様あたり 10 万円からの資⾦協賛をお願いしております。ご協賛いただいたご協
賛⾦に関しましては、参加者の交通費等本会議での経費とさせていただきます。

資⾦⾯でのご協賛に関するリターンについては以下の内容を想定しておりま
す。
・ホームページおよび企画書・報告書への協賛名義での掲載
・弊団体の「本会議」最終⽇ 2019 年 2 ⽉ 27 ⽇に東京⼤学本郷キャパス伊藤謝恩
記念ホールギャラリー1 で開催致します「GNLF2019 報告会」へご招待
・その他ご要望がございましたらぜひご連絡ください。
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4-2. 現物協賛について
弊団体が現段階で想定しております現物協賛は会議室・イベントスペースなどといっ
た会場の拝借(⼀社様限り)となっております。2018 年度本会議の期間が 2019 年 2 ⽉
18 ⽇から 27 ⽇までとなっておりますが、そのうちの 2 ⽉ 24 ⽇に⼀般公開でのイベン
トを開催しております。そのイベントの際に使⽤する会場として企業様の会議室やイベ
ントスペースなどを拝借できればと考えております。
24 ⽇は本会議期間の中でも終盤であり、本会議の前半部で学んだことを実際の社会
でどのように⽣かすのかといったことを考える⽇となっております。具体的には、外部
から講演者の⽅にご登壇いただくパネルディカッション、ある設定された問題に対して
の解決策を考えるプランニングのようなコンテンツを予定しております。このうち、講
演者の⽅によるパネルディカッション、参加者のプランニングの結果のプレゼンテーシ
ョンおよび講演者の⽅からのフィードバックに関しては⼀般公開とすることを想定し
ております。また、弊団体 OB・OG の⽅にこれらのプランニングにメンターとして参
加していただくことを考えており、これらの OB・OG の⽅と親睦を深めるためにも冒
頭にて交流会を開くことを考えております。これらのスケジュールは以下の通りです。
2/24(⽇)
10:00~11:30

参加者と弊団体 OB・OG の⽅との交流会(⾮公開)

11:30~12:30

昼⾷

12:30~14:45

プランニングのガイダンスおよびプランニング第⼀部(⾮公

開)
14:45~15:00

休憩

15:00~16:30

講演者の⽅によるパネルディスカッションおよび Q&A(⼀般

公開)
16:30~16:45

休憩

16:45~17:30

プランニング第⼀部プレゼンテーション準備(⾮公開)

17:30~19:00

プランニング第⼀部プレゼンテーションおよびフィードバッ

ク(⼀般公開)
会場提供によるご協賛の場合、ご協賛いただく内容は次のようになります。
会場提供の期間： 2/24(⽇) 9:00~20:00
会場のキャパシティ：

100 名前後

＊会場利⽤に伴う⾳響・照明等の設備も拝借することとなります。
＊外部から 3~4 名の講演者の⽅にご登壇いただきますので、講演者の⽅々が控え室と
して利⽤できるスペースも合わせて拝借できれば幸いでございます。
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＊事前に⼀度現地で打ち合わせを⾏う機会がいただければと考えております。何卒よろ
しくお願いいたします。
この協賛に関するリターンは次のようになっております。

・ホームページおよび企画書・報告書への協賛名義での掲載
・弊団体の「本会議」最終⽇ 2019 年 2 ⽉ 27 ⽇に東京⼤学本郷キャパス伊藤謝恩
記念ホールギャラリー1 で開催致します「GNLF2019 報告会」へご招待
・パネルディスカッション 「マイノリティのエンパワーメントと、マジョリティ
との共⽣ ̶マイノリティと公共社会のあり⽅̶」(暫定)共同開催名義
・パネルディスカッション 「マイノリティのエンパワーメントと、マジョリティ
との共⽣ ̶マイノリティと公共社会のあり⽅̶」(暫定)冒頭での講演(5~10 分程
度)
・その他ご要望がございましたらぜひご連絡ください。
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