
グローバル社会で働く先輩たちとお茶しよう

1号館 406 教室 13 時半 OPEN!!!(13 時受付開始 ) < 参加費無料>

ロールモデルカフェẔӲέἘὊἨἽܭՃ ᵏᵎӸ ᵆ ᘻ᩿Ӌༀ ᵇẕ ᵒᵎᵔ ܴᴾЭӖ˄ỆềࠎஓテーブルồấဎᡂỚɦẰẟẇ ဎᡂέბ

今の自分

１７歳の頃
ऌ ढ ऊ ऐ

17 歳の頃のあなたは、○○年後「今の自分」に何を書きますか？

ロールモデルカフェとは
どの人にも 17歳のときがあり、そこから続くさまざまな物語があります。

GiFT 企画の「ロールモデルカフェ」では、キャリアの話をするだけではなく、
グローバル社会に貢献する 12名のロールモデルの “生きてきた物語” を聴
く場をつくりたいと考えました。

みなさん一人ひとりが自分の物語に触れ、考えるきっかけをつかむそんな
場となってもらえたら・・・と、カフェのような気軽な雰囲気でおしゃべ
りできる空間を用意して、みなさんをお待ちしています。

未来の物語は、あらゆる世代とともに一緒になって創ることができます。
あなたもロールモデルカフェから一歩進んでみませんか？ 

13:30-14:15 16:45-17:0016:00-16:4515:30-16:0014:45-15:3014:15-14:45
Session 1 Session 2 Session 3

Free Talk Free Talk Free Talk 
★Free Talk の時間は申込不要！参加出入り自由です！

2013 年 12 月 15 日（日） 『第 1回 Go Global Japan Expo』 （会場：早稲田大学）

裏面へ GO !!!



Session 1 Session 3Session 2

三代 祐子 さん
（株式会社ベネッセコーポレーション）

長末 辰也 さん
（Pricewaterhousecoopers Aarata 

Marketing & Knowledge Management
 シニアマネジャー）

木村 大輔 さん
（地方公務員）

眞鍋 亮子 さん
（プライスウォーターハウスクーパース PRTMマネジメント

コンサルタンツ ジャパン マーケティングマネージャー）

市川 裕康 さん
（株式会社ソーシャルカンパニー 代表取締役
／ソーシャルメディア・コンサルタント）

九門 崇 さん
（株式会社九門崇事務所 代表取締役社長
／亜細亜大学国際関係学部 特任教授

／東京大学 特任研究員）

原田 英治 さん
（英治出版株式会社 代表取締役）

よりよい社会を目指し、行動する人を
応援する出版人。

米蘭日と拠点を移しながら世界有数の
グローバル企業を渡り歩き、
かつ自由を謳歌する悩めるマーケティ
ング専門家。

年明けからはフリーに
～働く国や組織はその時々大切なモノ
に合わせて変える～

世界を変える！アジア発の
リーダーシップ・キャリア教育事業の
経営者・研究者。著書：「アジアで働く」

海外の公共分野で起きているイノベー
ションを日本で広め・伝える役割を
果たそうとしているコンサルタント。

「挫折」と「悔しさ」を原動力にチャレ
ンジしてきた叩き上げ。 
現在、地方公務員 ⇒ ？？

日本企業の世界進出、海外企業の日本進出を手助けする国際的企業の
マネージャー。

１）あなたの海外体験を可視化・価値化する『事前事後研修』 （東京）
　　日程：２月 1日（土）、3月 29 日（土）　10:00～18:00
　　対象：春休みに海外に短期留学、海外ボランティア、
　　　　　短期滞在される学生、社会人
２）身近な外国人と対話を通じて多様性にふれる
　　『GiFT 多様性ダイアローグ』（東京）
　　日程：2月 19 日（水）19:00～21:30
　　対象：どなたでも参加可能
３）グローバルでも通用する参加型の場作りをする
　　担い手になるための『これからのグローバル教育講座』（京都・東京）
　　日程： 1 月 21 日（火）京都、1月 29 日（水）東京
　　対象：参加型の場作りに興味のある先生、研修講師、
　　　　　人事担当者など

【来年度の公開講座案内】

情報ご希望の方はこちら（http://j-gift.org/mailmagazine/）からメルマガ登録をお願いします。後日詳細情報をお伝えします。

13:30-14:15 14:45-15:30 16:00-16:45
国際機関で長く働いたあと、東洋英和女学院大学で教えながら、
難民問題の解決に貢献しようと国連UNHCR 協会の理事長を務めている。

滝澤 三郎 さん
（東洋英和女学院大学大学院 国際協力研究科長／国連UNHCR 協会理事長

／前ＵＮＨＣＲ（国連難民高等弁務官事務所）駐日代表）

小中高生向けの未来のグローバルリーダーを育成する教育ベンチャー経営。
福原 正大 さん

（Institution for a Global Society 代表取締役／東京医科歯科大学
グローバル教育アドバイザー／相模女子大学非常勤講師 ほか）

Session 1 参照
長末 辰也 さん

（Pricewaterhousecoopers Aarata Marketing &
 Knowledge Management シニアマネジャー）

Session 2 参照
田中 慶子 さん

（通訳／異文化コーチ）

国連・国際協力、人材育成を専門分野
とするサポーター。

二井矢 洋一 さん
（人事院 事務総局国際課長）

マラリア撲滅に魅せられた陽気な
熱血プランナー。

水野 達男 さん
（MALARIA NO MORE JAPAN 専務理事

 兼 事務局長）

二井矢 洋一 さん
（人事院 事務総局国際課長）

Session 2 参照
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17 才の頃
自信満々で、
未来は自分で
切り開くものと
信じていた
県立高校生

17 才の頃
病気で将来が
見えず、

恋に悩んでいた

17 才の頃
英語が

落第（欠）点
出来の悪い方の
双子の弟。

17 才の頃
勉強嫌いな

地方県立高校の
おとなしい
サッカー少年今の自分

１７才の頃
ऌ ढ ऊ ऐ

GiFT（一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト）

グローバル教育ハブ： http://global-education.info/
GIFT ウェブサイト：http://j-gift.org/ 検索GIFT

※45 分のセッションを
　同じ内容で 2回行います。

※45分のセッションを
　同じ内容で 2回行います。

※45分のセッションを
　同じ内容で 2回行います。

地球市民（グローバル人材）育成事業

企業・教育機関等との連携事業

「70 年後の地球社会へ私たちは今、何を贈ること (GiFT) ができるでしょうか。」
これまでの社会からのギフトを受け取って今がある私たち。
そうであれば、私たちは未来をデザインしていく担い手として、
何を未来へ贈ることができるのか ...　
この問いを社会に投げかけ、多様性の中から共に新しい価値を創造する
『地球市民 ( グロー バル人材 )』を未来へ贈るムーブメントを起こす活動をします。
　　　　 日本発のグローバル教育のプラットフォームとして行う 3つの事業

グローバル教育推進事業

詳細はGiFT ウェブサイトへ➡

田中 慶子 さん
（通訳／異文化コーチ）

通訳とコーチングの二足の草鞋で、
世界に通用する日本型リーダーシップ
を模索中のフリーランス


