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  ２０１6 年 7 月 4 日 

報道関係者各位  

計４枚 

次世代リーダーを育成する 英語による社会人対象 全寮制プログラム 

グローバル・リーダーシップ・スタディズ・プログラム 

コア・モジュール開講のご案内 

７月１０日（日）-７月２３日（土） 

【本件取材のお問い合わせ先】 

国際基督教大学（ICU）グローバル・リーダーシップ・スタディズ(GLS) 

 事務局：仲島、宮本 

 Tel: 0422-33-3524、 Fax: 0422-33-3803、 Email: gls@icu.ac.jp、  

GLS Website: http://subsite.icu.ac.jp/gls/ 

 プログラム期間中：月〜土 8:50 – 18:00、プログラム期間外：月〜金 9:00 – 17:00 

 

国際基督教大学（ICU: International Christian University/学長・日比谷潤子/東京都三鷹市）は、

第 6 回「グローバル・リーダーシップ・スタディズ（Global Leadership Studies: GLS）プログラ

ム」のコア・モジュールを、７月１０日（日）から２３日（土）まで２週間にわたり開講します。

このプログラムは、次世代のグローバルリーダーを育成するための、社会人を対象とした英語のみ

で行う夏季集中の研修プログラムです。 

６回目を迎える本年度は、従来の 3 週間集中型から、プレ・モジュール（6 月 17 日〜18 日）、コア・

モジュール（7 月 10 日〜23 日）、ファイナル・モジュール（9 月 9 日〜10 日）の 3 部構成で実施

します。既に 6 月 17 日（土）にプレ・モジュールがスタートし、グローバル化を推進する日本の

有力企業 21社から 23名の受講生と、中国、フィリピン、エジプト、南アフリカ、リトアニアの 5

カ国 6 名の ICU大学院生、総勢２９名が参加しています。 

講師陣は、日本のグローバル企業のトップ、ベンチャーの起業家、ICU の教員に加え、本年はアメ

リカからクロスカルチャーコンサルタントの第一人者であるヨルグ・シュミッツ氏を招聘し、より

多彩なテーマを提供いたします。GLS は、これまでの参加者及び参加企業からリベラルアーツに基

づく質の高いユニークなプログラムであると高い評価を受けており、本年度の参加企業 21 社のう

ち 15 社は昨年に続いての参加です。本年からは、プログラムを 3 部構成に再編成し、Web 等の活

用により内容の充実を図った結果、企業からの参加者が増加しました。 

プログラム開講中、以下の日程で取材をお受けいたしますので、是非直接ご体験ください。なお、

取材をご希望の方は、大変お手数ですが 4 ページ目の取材申込書を事前に送付ください。 

 

mailto:gls@icu.ac.jp
http://subsite.icu.ac.jp/gls/
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取材日  

 ７月１１日（月）9:30 – 12:00 GLS 概要紹介及びプログラム見学 

 09:30－10:30 GLS 概要紹介 

 10:30－12:00 プログラム見学 

           「Global Leader」 北城恪太郎 (本学理事長、日本 IBM 相談役) 

 ７月１4 日（木）10:30 – 15:00 GLS 概要紹介及びプログラム見学 

 10:30 – 11:10 GLS 概要紹介 

 11:20 – 12:20 プログラム見学 講義   

         ジェフリー・チャー （ジェイ・シード株式会社代表取締役兼 CEO） 

                  数々のベンチャー企業の起業を通じて得た講師の実体験から、アントレプレナー 

                    シップの重要な要素である「People、Passion, and Perseverance」と「失敗の 

          進め」を語ります。 

 13:20 – 14:20 プログラム見学 講義  

         山内宏志（本学講師、リオ五輪サッカー審判団・副審） 

                  ICU 教員でありながら FIFA 認定国際審判（サッカー）として活躍する講師の視点から、 

           グローバルリーダーシップのあり方を議論します。 

 14:20 – 15:00 質疑応答等       

＊上記以外の日に取材を希望される場合は、別途ご連絡ください。 

 

プログラムの５つの特徴 

1. リベラルアーツ 

本学献学以来の礎であるリベラルアーツ教育の基に、分野を超えたつながりに目を拓いていくこ

とを重視し、ローカルからグローバルに至る昨今の国際社会を取り巻く様々な課題を、統合的に

取り上げます。 

 

2. 英語による講義 

講義、セッションはすべて英語で行われます。 

 

3. 全寮制 

少人数制による双方向的で参加型のプログラムをより充実させるため、最新の設備を備えた学内

学生寮に滞在します。（コア・モジュールおよびファイナル・モジュール）１日２４時間共に過ご

し、交流を深め、豊かなネットワークを創ります。 

 

4. 多様性 

参加者の多様性（業種、国籍）、講義の多様性（人類学、異文化理解、科学的視点、国際法、起業

家精神、イノベーション、グローバルビジネス、リーダーシップ、コーチング、リーダーシップ

英語等）を重視し、自ら考え、互いに学び合う環境を提供します。 
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5. ネットワーク 

参加者は GLS 終了後も GLS Alumni（同窓会）のメンバーとなり、職種、世代や業界などを越え

た永続的なパーソナルネットワークの構築に繋がります。 

 

 

主な講師（姓アルファベット順、敬称略） 

ジェフリー・チャー（ジェイ・シード株式会社代表取締役兼CEO） 

茅野みつる （伊藤忠商事株式会社 執行役員） 

船川淳志（グローバルインパクト代表パートナー） 

長谷川閑史 （武田薬品工業株式会社 取締役会長） 

黒川清（政策研究大学院大学客員教授、NPO法人日本医療政策機構 代表理事） 

三輪えり花 （シアタープラクティショナー） 

ヨルグ・シュミッツ （マネージングデイレクター トーマスリランド アメリカ） 

山岡三四郎（ヤマオカ・アンド・カンパニー代表取締役、一橋大学大学院ICS特任准教授） 

 

2011 年～2016 年の参加企業 

アイ・エム・エス・ジャパン株式会社 

アサヒグループホールディングス株式会社 

アサヒビール株式会社 

株式会社伊勢丹三越ホールディングス 

ANA ホールディングス株式会社 

株式会社ＯＣＳ 

オリックス株式会社 

キャノン株式会社 

コマツ（株式会社小松製作所） 

清水建設株式会社 

住友商事株式会社 

双日株式会社 

ソニー株式会社 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

第一生命保険株式会社 

ダイキン工業株式会社 

武田薬品工業株式会社 

中外製薬株式会社 

東京海上日動火災保険株式会社 

トヨタ自動車株式会社 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

日本生命保険相互会社 

日本たばこ産業株式会社 

パナソニック株式会社 

株式会社日立製作所 

本田技研工業株式会社 

株式会社本田技術研究所 

丸紅株式会社 

株式会社三井住友銀行 

三井物産株式会社 

三菱化学株式会社 

三菱重工業株式会社 

三菱 UFJ ニコス株式会社 

ヤマト運輸株式会社 

横河電機株式会社 

楽天株式会社 

株式会社 LIXIL 

株式会社リクルートホールディングス 

株式会社ローソン 
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国際基督教大学 グローバル・リーダーシップ・スタディズ 行 

（FAX: 0422-33-3803） 

取材申込書 

 

貴 社 名： 

 

 

ご 所 属： 

 

 

お 名 前：                  同行人数： 

 

 

電話番号： 

 

 

FAX 番号： 

 

 

E m a i l： 

 

 

カメラの有無（○で囲んでください） ムービー・スチール・無 

連絡・通信欄： 

（取材ご希望のプログラム） 

 

 

（掲載ご予定媒体等） 

 

 

 

国際基督教大学（ICU） グローバル・リーダーシップ・スタディズ(GLS) 

Tel: 0422-33-3524 / Fax: 0422-33-3803 / E-mail: gls@icu.ac.jp 

mailto:gls@icu.ac.jp
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July 6, 2016 

Press Release  

Global Leadership Studies Program 

(Intensive, all-English, residential program for business persons 

who are expected to become tomorrow’s global leaders) 

Core-Module Lectures to be held 

July 10 (Sun)–July 23 (Sat) 

International Christian University (ICU) (President, Junko Hibiya/Mitaka-shi, Tokyo) will hold the 

Core-Module Lectures of the 6th Global Leadership Studies (GLS) Program during the two weeks from July 

10 (Sun) to July 23 (Sat). This program is an intensive summer training program provided only in English 

for business persons who are expected to become the next-generation global leaders. 

This year, the Global Leadership Studies will be offered in a three-part series consisting of Pre-Module (June 

17–18), Core-Module (July 10–23), and Final-Module (September 9–10), instead of the intensive three-week 

program we previously provided. The Pre-Module has already been held on June 17 (Sat) with 29 

participants including 23 attendees from 21 leading Japanese companies promoting globalization and 

six ICU international graduate students from five countries including China, the Philippines, Egypt, 

South Africa, and Lithuania. 

Lecturers include top management of Japanese multinational companies, venture entrepreneurs, and ICU 

faculty members. To add to the diverse array of themes provided, this year, we have also invited Mr. Joerg 

Schmitz, a leading cross-cultural consultant from the U.S. GLS has earned high reputation from past 

participants as a high-quality, unique program based on liberal arts approach to education. Fifteen of 

the 21 companies participating this year are continuing to participate from last year.  

We will welcome press coverage during the program based on the following schedule. If you wish to report 

the event, please contact the GLS Office by e-mail in advance.  

 

Days when press reporters are welcome 

* If you wish to coverage the other lectures listed below, please consult the GLS Office. 

 July 11 (Mon) 

9:30–10:30  Introduction of GLS 

10:30–12:00 Lecture 

“Global Leader” Kakutaro Kitashiro 

(Executive Advisor, IBM Japan Ltd., Chair, ICU Board of Trustees) 

 July 14 (Thur) 

10:30–11:10 Introduction of GLS 

11:20–12:20 Lecture 

Jeffrey Char (President & CEO, J-Seed Ventures, Inc) 
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Shares his views on “People, Passion, and Perseverance” as important elements of 

entrepreneurship and “Encouragement to Fail” based on his own experience as an 

entrepreneur of various venture businesses. 

13:20–14:20 Lecture 

Hiroshi Yamauchi (Instructor of Health and Physical Education, 

ICU, Assistant referee of the Rio de Janeiro Olympic Games) 

Discusses global leadership from the viewpoint of a FIFA-certified international 

referee active at the forefront of international sports while also serving as a member 

of the ICU faculty. 

14:20–15:00 Question and Answer Session 

 

The main Instructors  

 Jeffrey Char C. （President & CEO, J-Seed Ventures, Inc.） 

 Mitsuru Chino（General Counsel, ITOCHU Corporation） 

 Atsushi Funakawa（Managing Partner, Global Impact Inc.） 

 Yasuchika Hasegawa（Chairman of the Board, Takeda Pharmaceutical Company Limited） 

 Kiyoshi Kurokawa（Adjunct Professor, National Graduate Institute for Policy Studies） 

 Erica Miwa （Theatre Practitioner） 

 Joerg, Schmitz（Managing Partner,  ThomasLeland, USA） 

 Sanshiro Yamaoka（Adjunct Associate Professor, Graduate School of International Corporate Strategy, 

Hitotsubashi University, CEO, Yamaoka & Company） 

 

 

5 Characterisitics  

1. Liberal arts education for business persons 

Based on ICU’s “liberal arts” approach to education, GLS liberates participant’s minds to make 

connections beyond their specialized fields. 

 

2. English 

All lectures and sessions during the program are conducted in English. Through group work, discussion, 

and a project-based presentation, participants strengthen the indispensable English skill they need to be 

global leaders. 

 

3. Residential Program 

All participants stay at a dormitory on campus in order to create an enriching bi-directional experience. 

 

4. Diversity 

Diversity is highly valued. Among the participants, the middle managers come from different business 
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fields and the graduate students come from different nationalities. The lecturers are diverse as well. Some 

are professors, from ICU and from other universities. Some are executives, from large, established 

companies and from start-ups. Some are consultants. Some are entrepreneurs, both business and social 

entrepreneurs. Participants are encouraged to think for themselves and to learn from this diversity. 

 

5. GLS Network 

An abundant network is formed not only during the program but also after the program by continuing 

interaction between participants from diverse business fields and cultures. 

 

 

 

[For inquiries and further information, please contact] 

International Christian University (ICU) Global Leadership Studies (GLS) 

Secretariat: Nakajima, Miyamoto at GLS Office 

Tel: 0422-33-3524,   Fax: 0422-33-3803,   Email: gls@icu.ac.jp 

GLS Website: http://subsite.icu.ac.jp/gls/ 

During program period: Mon.–Sat. 8:50–18:00,  

Other than program period: Mon.–Fri. 9:00–17:00 

 

============================================== 

Coverage application form 

Company Name： 

Affiliation： 

Name： 

TEL： 

FAX： 

Email： 

Camera (please choose one): Movie / Still / None 

Remarks: 

(Program to be covered) 

(Name of media) 
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