2019 年 7 月 22 日（月）〜7 月 29 日（月）８日間

世界は広い。しかし遠くはない。世界は君たちを待っている。
人生でおそらく初めて自分と向き合い将来の進路や方向性を考える高校時代。同調圧力の強い日本の既成概
念から離れ、自由でオープンな雰囲気のアメリカの大学キャンパスで、個性と才能あふれるカリフォルニア大
学バークレー校の学生とともに学び、一から自分の将来ビジョンを考えます。
中学から高校へあがり将来について考え始める。答えを見つけようとさまざまなことにチャレンジし、なん
とか答を見つけ選択する過程で大きく成長する。ただ、将来のリーダーとなる高校生には、その選択する過程
で、世界と今の自分の間の距離感や日本の外で学ぶという選択肢も考えてほしい。今の高校生が世に出る日本
は、人口減少、新興国のさらなる台頭、科学技術のさらなる進歩など、環境は常に変化する世界で、国を超え
て新しい枠組みを考え、周囲を巻き込むリーダーシップが求められているからです。
短期間ではありますが、実際にアメリカのトップ大学のキャンパスで、学生たちと学び、遊ぶ中で、自分と
向き合い、将来ビジョンを描くヒントを得て、またリーダーシップ体験や海外で学ぶ価値を理解するきっかけ
としてもらいたいと願います。
アイエスエイ 次世代リーダー養成プログラム 企画チーム

プログラム

概要

■プログラム目的■ ※GEM (Global Empowerment Mindset)

本プログラムは、日本の高校生たちが、これからの時代の中で 「力強く成長し続けるための」学びを得ること、進路選択の
幅を広げること、そして自分の強みやパッションを見つめることを目的にカリキュラムやレクチャー、ディスカッションやアクテ
ィビティがデザインされています。どのようにすれば自分がより成長できるか、日本の環境とは大きく異なる、アメリカ文化、
バークレーやシリコンバレー文化の中に身を置き、様々な人と接し、小さなチャレンジを繰り返しながら、「自分自身の伸び
しろ」を、より可能性に満ちたものにしていきます。 ※GEM とは宝石という意味があり、ダイヤの原石を磨くイメージをこめています。

■プログラムの主な内容■

１）GEM セッション 午前中 3 時間×4 日間
自分を成長させるための大事なキーワード「Power of Positive Thinking」「Gｒowth mindset」
「Sucsess」「Happiness」などを学びます。クラスは専門の教員がつき、レクチャー、ディスカ
ッション、プレゼン、ロールプレイなど英語での参画型クラスです。UC バークレーの学生が生
徒約 6 人に 1 人つき、レクチャー内容の理解やディスカッションをサポートします。

２）GEM Evening 夜 2 時間×4 日間
イブニングセッションでは、午前と同じように UC バークレーの学生がつき午前のクラスの内
容をフォローアップするクラスを行います。セッションはアクティビティも少し入れながら、また
プロジェクト型で意見を出し合いながらすすめるスタイルです。すべて英語はハードではあり
ますが、本プログラムの趣旨をよく理解した UC バークレーの学生が、プログラムを通して参
加生徒のメンターになります。また少し先輩ロールモデルでもある、彼ら彼女からのアドバイ
スや交流の時間も刺激的で楽しいものになります。
３）ゲスト レクチャー
現地で活躍している日本人研究者や科学者、情報技術関連のビジネスパーソンなどから
のレクチャー。彼ら彼女らとの交流を通して、アメリカのトップレベルで夢を追いかける人たち
のキャリア選択のストーリーやその世界観、夢、パッションに触れ、自分たちの進路選択や
パッションを見つけるヒントを得ます。
４）スタンフォード大学訪問
プログラム中、スタンフォード大学にも訪問し、現地大学院生等からのキャリアレクチャーを
受けます。彼らはなぜスタンフォードで学んでいるのか、スタンフォードでの研究内容だけで
なく、彼らとの交流を通して、世界トップ大学で高い目標にチャレンジしている方の世界観、
人生観にふれ、自身の学ぶ動機を見つめる機会とします。また、スタンフォード周辺の、世
界を変えてきたシリコンバレーのテック企業群も車窓から見学します。
５）その他のアクティビティ等
プログラム中、バークレーにある研究所に訪問し最先端の研究に触れます。また、キャンパ
ス内では学生にキャリア意識などのインタビューするアクティビティや、青空のもと芝生の上
でバークレーの学生と一緒にスポーツやゲームを楽しむ時間もあります。
その他、バークレー学生とキャンパスツアーやバークレー学生おススメのアイスクリーム屋さ
んに一緒に行くなど、UC バークレーの学生とは友情も生まれ、帰国後も SNS で連絡を取り合
っている生徒も多いです。

■プログラム中の生活■

現地プログラム期間中はカリフォルニア大学バークレー校の大学寮に滞在します。基本的
に 2-3 名で 1 室です。食事はバークレーの大学カフェテリアで食べます。カフェテリアには
様々な国からサマープログラムを受講するために来ている留学生や夏のプログラムに参加
しているアメリカ人高校生中学生の姿もあります。本プログラムに参加する生徒の中にはい
つもいろんな人に声をかけて一緒に食事をする積極的な生徒が多いです。

■事前研修■

出発までに英語研修（ディスカッション＆プレゼン）など事前研修会およびオリエンテーショ
ンを数回予定しています。
現地でのプログラムをより効果的にするために企画されていますが、様々な学校の生徒が
集まっていくプログラムなので、事前に生徒同士が交流し、お互いに高めあうメンバーにな
るチーム作りという目的もあります。（部活の大会出場等以外は原則全員参加です）

日
日数

1

月/日
7/22
（月）

空港・都市名
成田空港
成田空港 発

時間
午後
17:05

サンフランシスコ 着

10:40

バークレー着

午後
夜

交通
UA 838

専用車

2

7/23
（火）

ス ケ ジ ュ ー ル
成田空港集合
搭乗手続き後、一路サンフランシスコへ
《日付変更線通過》
【機内 泊】
到着後、現地スタッフの出迎えを受け、専用車でゴールデンゲートブ
リッジ見学後、カリフォルニア大学 バークレー校（UC バークレー）へ
UC バークレー到着、入寮
オリエンテーション
【UC バークレー寮 泊】
GEM session 3 時間×4 日 （9:00-12:00）
・レクチャー＆ディスカッションセッション with UC バークレー学生

食事
夜：機
朝：機
昼：×
夜：寮
朝：寮
昼：寮
夜：寮

Afternoon Activity
・UC バークレー研究所訪問
・インタビューアクティビティ、オンキャンパスアクティビティ
・現地学生リーダーによる UCB キャンパスツアー

カリフォルニア大
バークレー
↓

程 表（予定）

↓

スタンフォード大学訪問、サンフランシスコ見学 （専用車利用）
ゲストレクチャー（19：00～21:00）
・現地で活躍する日本人科学者、ビジネスパーソン等

6

Empowerment Evening Session ２時間×４日（19：00～21:00）
・ディスカッション、ミニプロジェクトセッション

7/27
（土）

※プログラムは一部変更になる場合がございます

【UC バークレー寮 泊】
7

7/28
（日）

バークレー
サンフランシスコ発

11:50

専用車
UA837

朝食後、専用車で空港へ
搭乗手続きをすませ、一路日本へ
【機内 泊】

8

7/29
（月）

成田空港着

14:35

到着後、解散。お疲れ様でした。

朝：寮
昼：機
夜：機
昼：機

最終的なプログラム内容・旅程については、7 月のオリエンテーションにてお渡しいたします。
*航空機便名（UA）・・・ユナイテッド航空 *食事条件用語・・・寮：大学内カフェテリアでの食事、機：機内食、×：各自

■過去参加者の感想■
一瞬のような永遠のような
それは、一瞬のような永遠のような１週間の出来事。
次世代リーダー養成プログラムという名前は見る者に強いインパクトを与える。そしてその実際は、名前よりもすごい物だった。
正直、留学にはあまり興味はなかった。学問をするだけなら日本でも学べるし、日本で学んで日本の官僚になって、日本のため
に働いて、日本で死にたいと思っていた。海外大への入学は言語の壁を越えなければならなく、難しい。だから、今から思えばそ
れは海外大という困難な目標をあきらめるための口実だったのかもしれない。しかし、今ならはっきり言える、留学がしたい。
アメリカに留学するということは、世界というフィールドで戦うことだ。使用言語は英語だし、世界中からたくさんの人が集まってき
ている。僕は今まで日本の中だけで考えてきたことを、とても小さなことだったと思った。
じゃあなぜ留学したいと思ったのか、それは正直自分でも明確な答えは出せないが、アメリカで色々なことを経験したことが大き
な原因であることは間違いない。このプログラムの目的の一つに、アメリカのトップ層の大学で学ぶ学生のハングリーさ、目的意識
の高さを学ぶということがあると思うが、僕はそこまで学生たちと自分たちの違いは感じなかった。だから、僕の第一言語が英語で
アメリカに生まれていれば、このようなアメリカの、世界の舞台でやっている大学に普通に入ったのだろうなと思った。そしてその
時、とても寂しい気持ちになった。僕の第一言語が日本語で、日本で生まれ育ったという理由だけで、そういった世界の大学で学
ぶことをあきらめるのはもったいなさすぎる気がしたからだ。もちろん、日本で生まれ育った僕がアメリカの大学に入るのはとても難
しい、険しい道のりだ。だけど、僕はその険しい道のりを歩んででも行きたいと思ったし、東大に入るために普通に勉強して、大学の
１,２年を無駄にするのは嫌だった。今回のプログラムで知ったことだが、アメリカの大学は日本の大学の何倍もハードワークだ。自
分が東大の１,２年生の時にサークルにバイトにと適当な生活をしているとき、アメリカの大学生は徹夜で図書館にこもってレポート
を書いているのは、自分がとてももったいないことをしているように思えた。だから、アメリカの大学で学びたいというより、日本の大
学に行きたくないという方が正しいのかもしれない。東大入学ごときで喜んでいるのは「井の中の蛙、大海を知らず」だ。
もちろんこの夢は成功より、失敗の可能性の方が高いかもしれない。しかし、失敗しても、東大のために浪人するのは耐えられ
ないけど、アメリカの大学のためなら浪人でもなんでもできるような気がした。また、今の僕にはこのプログラムで出会った国際的
な、英語の native speaker で、僕の目標とするアメリカの大学進学をもうすでに達成している頼れる友達がついている。つまずい
たところや、分からないとこがあったらその人たちに相談すればいい。このプログラムのディスカッションでしきりに Risk Taker にな
れと言われた。なにより、この想いのために Risk をとらないのは、今の僕には耐えられないのだ。
もちろん僕の夢は海外大進学で終わりではない。僕の人生の最終目標は多くの困っている人を助けることだ(多くの人がそうかも
しれないが)。僕は人のための仕事なら頑張れるし、何より手を抜けない。そのためには国連に入るのがいいのかもしれないし、は
たまた日本の官僚になるのがいいのかもしれない。それは分からないがこれから探していきたい。

募

集 要

項

旅 ⾏ 名︓次世代リーダー養成プログラム Global Empowerment Mindset Program@ＵＣバークレー
旅 ⾏ ⽇ 程︓2019 年 7 月 22 ⽇（月）〜 7 月 29 ⽇（月） ８⽇間
訪 問 地︓アメリカ合衆国 カリフォルニア大学バークレー校
募 集 人 員︓２３名（最少催⾏人員 １５名）
参 加 資 格︓⾼校 1〜３年⽣ 英検準 2 級程度以上
添 乗 員︓全⾏程 １名の添乗員が同⾏します
利⽤航空会社︓ユナイテッド航空、全⽇空、デルタ航空（成田空港発着）
旅 ⾏ 代 ⾦︓５１８,０００円（税込）
■旅⾏代⾦に含まれるもの
①国際線往復航空運賃（エコノミークラス）
②成田空港施設使⽤料、現地空港諸税、航空保険料
③現地研修費⽤
④⽇程表記載の寮滞在費（基本2-3人１部屋利⽤）
⑤⽇程表記載の食事費⽤（大学のカフェテリア利⽤）
⑥⽇程表記載の専⽤⾞での移動費⽤
⑦空港税、チップ、その他団体⾏動に伴う一切のもの
⑧事前研修費⽤（計15時間程度の研修）

■プログラム説明会のご案内■

■旅⾏代⾦に含まれないもの
①燃油サーチャージ（2019 年 3 月現在往復 35,000 円）
②渡航手続手数料︓5,400 円
③国際観光旅客税︓1,000 円
④ESTA 登録代⾏料︓4,000 円
⑤海外旅⾏保険（任意）ご加入分
⑥パスポート申請費⽤（印紙代 11,000 円）
⑦⽇程表に記載されていない食事代
⑧航空機の超過手荷物料⾦
⑨国内交通費︓⾃宅〜成田間の交通費
⑩個人的費⽤（お⼩遣い、電話代、郵便代など）

プログラム説明会へのお申し込みは、必要事項をご記入の上、FAX またはメールにて受け付けております。
■⽇

■会
■住

プログラム説明会のご案内

時︓ 第 1 回 3 月 31 ⽇（⽇） 15:00〜16:00
申込締切︓3 月 28 ⽇（木）
第 2 回 4 月 14 ⽇（⽇） 10:00〜11:00
申込締切︓4 月 11 ⽇（木）
第 3 回 4 月 21 ⽇（⽇） 10:00〜11:00
申込締切︓4 月 18 ⽇（木）
第 4 回 5 月 11 ⽇（土） 15:00〜16:00
申込締切︓5 月 8 ⽇（水）
場︓ アイエスエイ 本社 10 階または 5 階会議室
所︓ 東京都港区港南 1－6－41 品川クリスタルスクエア 10 階

■説明会お申込み方法■

＜まずは説明会で話を聞きたい方＞

下記①〜⑦をメールまたはお電話、FAX にてアイエスエイまでご連絡ください。メール・FAX の場合は表題に
「UC バークレー 説明会参加希望」とご記載ください。説明会のご案内をお送りいたします。
申込締切後にお申込みを希望される場合は、メールにてお問い合わせください。

■プログラムお申込み方法■

＜直接お申込をしたい方＞

下記①〜⑥をメールまたはお電話、FAX にてアイエスエイまでご連絡ください。メール・FAX の場合は表題に
「UC バークレー 本申込み」とご記載ください。申込手続き書類など一式をお送りいたします。同封の申込み
手続き案内にそってご返送ください。
（申込〆切︓５月１６日必着）定員になり次第、締め切りとなりますので、
予めご了承願います。参加者数が上記人員未達のため旅⾏が実施されない場合は、5 月 20 ⽇（月）までにご連絡
いたします。

＜ご連絡いただく内容＞
① 名前（漢字／かな） ②性別 ③学校名・学年 ④電話番号 ⑤住所
⑥メールアドレス（pdf ファイルが閲覧可能なメールアドレスをご記入ください）
⑦説明会 参加希望⽇程 ※説明会参加希望の⽅のみ。直接申込ご希望の⽅は記載不要です。
＜連絡先＞
e-Mail︓ty@isa.co.jp

電話︓03-5463-7535（月〜⾦
FAX︓03-5463-7545

9:30-17:30 土⽇祝⽇

下記 QR コードより
メールを作成いただけます

休業）

※お申し込み後 3 営業⽇以内に、ご記入いただいたメールアドレス宛に受付完了のメールをお送りします。迷惑メール対策をされている
場合は、迷惑メールフォルダも併せてご確認ください。なお、3 営業⽇以内にメールが届かない場合には、弊社までお電話ください。
※ご記入いただきました個人情報は、本研修に伴うご連絡および円滑な運営のためにのみ使⽤いたします。

■旅⾏企画・実施／お問合せ先■
株式会社アイエスエイ 観光庁⻑官登録旅⾏業第 256 号／⽇本旅⾏業協会（JATA）正会員

取扱い⽀社︓⾸都圏⽀社

〒108-0075 東京都港区港南 1-6-41 品川クリスタルスクエア 10Ｆ（営業時間︓月〜⾦ 9:30-17:30 土⽇祝⽇ 休業）
TEL :03-5463-7535 / FAX: 03-5463-7545

MAIL:ty@isa.co.jp

総合旅⾏業務取扱管理者︓植田 和宏／山中 慎治、担当︓秋田（あきた）、植田（うえだ）

2019.3.19

