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共催

Women Leading Social Change in Japan
4週間のボストンプログラムを合宿型研修に凝縮
JWLIのエッセンスを日本語で体感できる3日間



2022

ビジョン：

早いスピードで変化する不確実なコロナ後の社会において、地域の声を代表する政策提言者として、より良い未来社会を創
造するリーダーを育成する

ミッション：

目指すリーダー像

• ビジョン、ミッションを明確に持ち、課題解決のために戦略的に行動を起こす

• リーダーとしての自覚と自信を持ち、セクターの壁を越えた協力関係を構築し、社会課題を積極的に解決する

• より良い日本の未来を創造するために、社会的弱者や地域社会の現場の声を代表し、政策提言に反映していく

• セクターを越えた絆を築き、より良い社会への改革と構築に寄与することで、変わりゆく社会の新しい価値観を創造する

• 志を同じくする仲間とともに持続可能な団体経営を目指し、チームで活動する

ご案内



開催概要

• 開催日時／場所

2022年7月29～31日（金土日） JWLI Bootcamp Tokushima (徳島)

2022年8月5～７日（金土日） JWLI Bootcamp Osaka (大阪)

• 参加費

10,000円（交通費自己負担、宿泊・食事主催者負担）

• 参加人数

各地10名ずつ

• 応募期間

2022年初夏予定 ※最新情報はウェブサイトにて公開いたします。

2022

https://jwlibootcamp.org/


対象者
• 社会課題や地域の課題解決を目的に活動している女性（法人格の有無は問わない）

• マネジメントに関わり、決定権のある役職（代表者・事務局レベル）や立場に就いてい

る方

• より良いリーダーになりたいという強い意志のある方

• 学びをもとに、地域社会をより良くするため行動を取れる方

• 女性リーダーとして地域や社会をより良くするためリーダーシップを発揮し、社会に貢

献する意欲のある方

• 自ら行動を起こすリーダー(Action-oriented）であること

• ２泊３日のすべての終日参加が可能な方

• 近畿（大阪・京都・滋賀・和歌山・奈良・兵庫）の方／四国4県（徳島・高知・香川・愛

媛）の方

• 最低1年はすでに活動を継続されている方

2022



大嶋栄子
NPO法人リカバリー代表。国立精神・神経医療研究センター精神保健研

究所客員研究員。北星学園大学大学院社会福祉学研究科博士後期課程

満期単位取得退学。博士(社会福祉学)。

精神科ソーシャルワーカーを経て、2002年にさまざまな被害体験を背景にもつ女性の支援をお

こなう「それいゆ」を立ち上げる。2004年、NPO法人リカバリーとして認証され、現在4カ所の

施設を運営。チャンピオン・オブ・チェンジ日本大賞2019年入賞。著書に『その後の不自由』

(上岡陽江と共著、医学書院)、『嵐の後を生きる人たち』(かりん舎)、編著として『ジェン

ダーからソーシャルワークを問う』(ヘウレーカ)など。フェミニスト・ソーシャルワークにつ

いて実践と研究をおこなっている。また2019年に出版した単著『生き延びるためのアディク

ション』(金剛出版)は、2020年度「日本社会福祉学会奨励賞(単著部門)」を受賞した。

豪華講師陣

http://www.phoenix-c.or.jp/%7Erecovery/
https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/81575
http://kwarinsha.cart.fc2.com/ca2/35/
https://www.heureka-books.com/books/1290
https://www.kongoshuppan.co.jp/book/b515038.html


柴沼俊一
株式会社シグマクシス・インベストメント代表取締役社長。グロービ

ス経営大学院教授。

東京大学経済学部卒業、ペンシルベニア大学経営大学院ウォートンスクール卒業。日本銀行に

入行し、エコノミストとして働く。マッキンゼー・アンド・カンパニーを経て、ファンド先企

業の経営に携わったのちシグマクシスに入社。2021年より現職。JWLIエグゼクティブメンター。

著書に『アグリゲーター 知られざる職種 ５年後に主役になる働き方』『「コンサル頭」で

仕事は定時で片付けなさい! 』ほか。

豪華講師陣

https://shop.nikkeibp.co.jp/front/commodity/0000/217890/
https://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-77131-1


山川恭弘

バブソン大学アントレプレナーシップ准教授。東京大学教授。

ベンチャーカフェ東京代表理事。CICJapanプレジデント。

慶應義塾大学法学部卒業後、エネルギー業界にて新規事業開発に携わる。ピーター・ドラッカー経営大学

院にて経営学修士課程(MBA)修了。テキサス州立大学ダラス校にて国際経営学博士号(Ph.D.)取得。バブソ

ン大学では、学部、MBA、エグゼクティブ向けに、起業道・失敗学・経営戦略を教える。ベンチャー数社の

ディレクター・アドバイザーも務める。起業家、経営者からは、「ひとことで表すと"CHAOS"(カオス)」と

回答されることが多い。スタートアップ段階、事業の天地創造段階で最も力を発揮する。教え子に限らず、

起業家や起業家予備軍から助言を求める声には真摯に対応することを信条としている。JWLIエグゼクティ

ブコーチ、JWLI Bootcamp講師。著作に、『全米ナンバーワンビジネススクールで教える起業家の思考と実

践術: あなたも世界を変える起業家になる』（東洋経済新報社、2020年）等がある。

豪華講師陣

https://venturecafetokyo.org/
https://jp.cic.com/
https://str.toyokeizai.net/books/9784492534229/


DAY 1
10:00 開会の挨拶

10:30 講師：柴沼俊一
テーマ：人生の軌跡

11:40 ワーキングランチ

13:00 講師：柴沼俊一
テーマ：失敗の振り返り、人生の使命、
未来社会

18:00 講師対談セッション

19:30 懇親会

DAY 2
9:00 講師：山川恭弘

テーマ：「失敗」、起業家の思考と実践

12:30 ランチ

13:00 講師：石本めぐみ
テーマ：政策提言

18:00 講師対談セッション

19:00 ディナー

20:00 DAY3の発表のためのグループワーク

DAY 3
9:15 共催団体代表トーク

11:30 ランチ

12:30 発表

14:30 振り返りセッション

15:45 卒業式
ベンチャーカフェ東京での登壇チャンスを獲得した
3名の発表

18:00 記念写真撮影
解散

2019年のスケジュール例



日本各地より選ばれた、活躍が期待される女性たちを、さらに行動力のあるリーダーへと育成する2年間のプログラム

様々な社会問題や地域社会の課題に勇気を持って自ら行動し、地道に活動を続け、課題解決に貢献している女性に贈られる賞

社会を先取りし、地域社会を代表する政策提言者としてより良い未来社会を創造するリーダーを育成するプログラム

主催団体

【フィッシュ・ファミリー財団（The Fish Family Foundation）について】

フィッシュ・ファミリー財団は、慈善事業を目的に1999年に米国マサチューセッツ州ボストン市で厚子・東光・フィッシュ、ラリー・

フィッシュ夫妻によって設立されました。厚子・東光・フィッシュは、2006年にはJapanese Women’s Leadership Initiative、2017年には

Champion of Change Japan Award、2019年にはJWLI Bootcampを立ち上げました。2018年に日本のソーシャルセクターの女性リーダー育成へ

の功績が認められ、旭日小綬章を受賞しました。

2022

http://jwli.org/home
http://www.jwliccja.org/
https://jwlibootcamp.org/


2022 共催団体から、参加を検討しているみなさまへ

「JWLIの研修は、学びを得て終わりではなく、行動することまでがゴール！そして

最大の魅力は同窓生たちによる強固なネットワーク（エコシステム）があること。参

加したプログラムは違っても、気軽に相談できる関係性になれるようなフォロー

アップ体制もあります。同窓生どうしコラボレーションしてイベントを企画すること

で得る気づきは、自分自身の活動をする上でも大きな力になっています。」

岸上真巳：
2001年大阪市男女いきいき財団入職。2021年4月より大阪市立男女共同参画センター子育て活動支援館
館長。JWLI（Japanese Women’s Leadership Initiative)2016 年フェロー。

笠井誉子

「JWLI Bootcampが終わってから、自分のやっている活動の方向性に確信が持てる

ようになりました。私のように『自分なんかが入っていいのかな』と思っている人には、勇

気を持って挑戦して欲しいです。絶対、あなたの世界が変わるから！全員知らない人

同士でも、JWLI Bootcampではみんながあたたかく応援してくれます。参加を迷わ

れている方にもぜひ、こうした仲間を得られるJWLI Bootcampに参加して欲しいと思

います。」

笠井誉子：
NPO法人徳島の女性を元気にする会理事長 、株式会社reクラーレット代表取締役。
2013年4月に独立起業。働く女性のキャリア支援を行うNPOの活動を開始。2014年から徳島県女性起業塾を開催。
2018年より政策方針決定過程へ参画する人材育成事業「とくしまフューチャーアカデミー」で企画運営を行
なっている。Bootcamp Nagoya 2019卒業生。

岸上真巳

http://danjo.osaka.jp/
http://danjo.osaka.jp/
https://awa-onna.com/


卒業生からのコメント

JWLI Bootcampは肌からしみいるようなエンパワメントの体験でした。

これまでこんな体験をしたことがなかったので、新生児が1週間で倍の

体重になるように成長できたと思います。JWLIの創設者の厚子さんが参

加者のためを思って尽力してくださっている強い熱意、参加者のお互い

に高め合おうというオープンな雰囲気…すべてに力をもらいました。

JWLI Bootcamp Nagoyaのメンバーとは、未だに忘年会などで

定期的に集まっています。JWLIの他のプログラム卒業生の方

ともお話する機会が得られました。私ががんばることを応援

し、喜んでくれる人がいる場を手に入れることが出来たのは

JWLI Bootcampのおかげです。

自分に自信がなくて、自分が思う未来を提案することに抵抗が

ありました。発表していて、自分の想いでいい、間違っていい

からトライすればいいんだ！と思えました。

明るくオープンに意見を出しあう効果の素晴らしさを体

験できた。常に前向き。企画事業が本当にやれそうな気

になったのは共に過ごした参加者のみなさんのおかげ。



· 

2019 Ishinomakiの様子

https://www.facebook.com/jwliboston/photos/a.2379095205694364/2380008582269693/


2019 Ishinomaki

https://www.facebook.com/jwliboston/photos/a.2379095205694364/2379096195694265/
https://www.facebook.com/jwliboston/photos/a.2379095205694364/2379096172360934/


2019 Ishinomaki

https://www.facebook.com/jwliboston/photos/a.2379095205694364/2379112172359334/
https://www.facebook.com/jwliboston/photos/a.2379095205694364/2379113472359204/


2019 Ishinomaki

https://www.facebook.com/jwliboston/photos/a.2379095205694364/2379114292359122/


2019 Nagoyaの様子



2019Nagoya



2019Nagoya



2019Nagoya
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