
これからの私を育てる、新しい学びを

～失敗と挫折を越えて跳ぶ～

参加型ラーニングセミナー＠JAIST  シーズン3

失敗や挫折に共感できるすべての人に

社会人向けの学びの場、「参加型ラーニングセミナー シーズ

ン3」が2021年の4月から始まります。今回のシーズン3では、失

敗や挫折の経験を越えた講師をお招きして、困難をのり越えた体

験を共有し、失敗や挫折を消化してたくましく歩む力をつけるこ

と学びます。

コロナウイルスの感染拡大の波に翻弄され、それぞれが悩み、

苦労した2020年度でしたが、予想出来ない原因での挫折や、思い

がけない失敗は、私達の人生によくあるのです。

シーズン3のテーマは「失敗と挫折を越えて跳ぶ」です。逆境

をしのぐ、前向きの生き方を学びます。

北陸先端科学技術大学院大学 産学官連携推進本部 地域連携推進センター 主催 「参加型ラーニングセミナー＠JAIST」
TEL  ： 0761-51-1713
Mail： learn-jaist@ml.jaist.ac.jp
Web： https://www.social-jaist.com/ ＜2021年4月1日作成＞

法人のお客様用



【お問い合わせ先】

北陸先端科学技術大学院大学ラーニングセミナー事務局

【メールアドレス】learn-jaist@ml.jaist.ac.jp

【Webサイト】https://www.social-jaist.com/

【お申込みフォーム】

https://forms.gle/9HUTCH7wSY9K7V3QA
お申込期日：2021年4月26日（月）まで ※

※事前にJAIST産学官共創フォーラムへの入会が必要になりました（詳細は次頁）

なぜ参加型ラーニングセミナーなの？

職場でリーダーとなったり、地域で活動・起業したりする機会は増えてい
ます。しかし、地道に努力しているけど成功体験がない、やりがいのある
仕事だけど活動が回らない、という悩みを良く聞きます。その原因は知識
だけ、テクニックだけで切り抜けようとするからです。
じゃあ、テクニック以上のことはどこで学ぶの？そこで JAIST が提案す
るのが、参加型ラーニングセミナーです。教えられるのではなく、自分が
変わる、自分に能力があることを発見する学びを提供します。
講演を聞くだけでは物足りない、従来にはない研修や社員セミナーを受け
させたい、そうした学びの場を求める企業や組織に最適な、大学院大学が
創るアクティブラーニング型のセミナーです。
2021年の春からの全6回のセミナーでは、挫折や失敗を体験した講師と想
いを共有しながら、デザイン思考をベースとした学習方法で、知識とスキ
ルを講師との直接対話や少人数のワークショップで学びます。

参加するメリット

複数の組織からグループで参加して、交流しながら学びますので、市や町、

地域を越えてネットワークをつくりたい方にも向いています。

お申込フォームQRコード

毎回のスケジュール

参加前
事前課題に取り組むことで、学習の準備をしていただき
ます

18:30～19:30
講演セッション
（講師の講演や解説です）

19:30～20:10
ワークショップセッション
（参加型のグループワークをします）

20:10～21:30
創発セッション
（少人数で交流しながら学習します）

参加後次回まで
学習した内容を身につけるための事後課題を解いて提出します。講
師師の先生から直接フィードバックがもらえます

https://www.social-jaist.com/


■時 間 １８：３０～２1：３０ ■会 場
北陸先端科学技術大学院大学金沢

駅前オフィス（ポルテ金沢9F）

■定 員 20名（1団体あたり最大3名）※1 ■受講料 1人6回分 税込30,000円 ※2

■講座に含まれるもの

・軽食 ・記録映像へのアクセス

・事前課題＆事後課題（講師の直接フィードバック付き） ・講師からの推薦図書の書評

・交通費補助（遠方のみ） ・受講証明書（希望者のみ）

・フォローアップ用ブログ ⇒（ サンプルページ：https://bit.ly/3kaudtM ）

振り返りブログの

サンプルページは

こちらから→

（※１）原則として同一の受講生に全６回にご出席いただきます。ただし、やむを得ない理由で出席できない場合、同じ
組織内に限り受講者を変更することができます。

（※２）JAIST産学官共創フォーラムの会員にご登録いただいた場合の価格です(通常価格は税込4万円
です)。必要な年会費（税込）は1社あたり法人の場合は年間3万円、学術機関・自治体の場合は無料と
なっています。JAIST支援機構の入会用ページ（https://www.jaistso.or.jp/jiagccf/）または右記QRコー
ドリンクより事前に会員のご登録をお願いいたします。

入会用ページ
QRコード

回 日程 内 容 講 師

1
4月28日

（水）

きびしい挫折体験からの出発
挫折経験があることを条件に入門を認めるアマチュアプ
ロレス団体「成り上がり」のリーダー、男色ディーノさ
んから人生の過酷な失敗と格闘の術を学びます。

男色ディーノさん
アマチュアプロレス「成り上がり」代表

DDTプロレス所属
＋

北陸先端科学技術大学院大学 教授
敷田麻実

2
5月26日

（水）

負けた時から始まる人生

政治家にとって落選は致命的です。「ただの人」になる
ことを意味するからです。しかし、そこが新しい道のス
タート、過去にとらわれず前を向く中山真一さんから学
びます。

中山真一さん

政治家、前札幌市議会議員

＋

北陸先端科学技術大学院大学 教授

敷田麻実

3
6月23日

（水）

失敗は最高のソース

厳しい外食産業で生きていく、手軽に美味しくて栄養バ
ランスのとれた食事を提供したい、試行錯誤の中で失敗
を越えた金澤ななほしカレーを出す西橋俊光さんから学

びます。

西橋俊光さん
株式会社ななほし代表取締役

＋
北陸先端科学技術大学院大学 教授

敷田麻実

4
7月20日

（火）

しなやかに困難を克服するダンサー
何を提案しても最初は拒否され、それでも次の提案を
持っていく、困難をパワーに変換していくダンサーの澤
田雅美さんから、失敗をプラスに変える生き方を学びま
す。

澤田雅美さん

kanazaWAZA研究所主催

＋

北陸先端科学技術大学院大学 教授

敷田麻実

5
8月18日

(水)

失敗が新しい世界（自分）を創り出す
教育はパーフェクトではありません。毎回の授業後にひ
どく落ち込むことはあたり前です。情緒やアートを学ぶ
図工の時間を、授業の失敗を越えて創る鈴木陽子さんか
ら学びます。

鈴木陽子さん
目黒区立五本木小学校主任教諭

＋
北陸先端科学技術大学院大学 教授

敷田麻実

6
9月22日

（水）

挫折と失敗を生きて輝く
多忙なマスコミ生活の中で出会った数々の挫折や失敗、
一方でそれが輝くこともあるのが実社会です。記者活動
から垣間見た挫折と失敗の克服方法を徳増信哉さんから
学びます。

徳増信哉さん
毎日新聞社事業本部担当局長

＋
北陸先端科学技術大学院大学 教授

敷田麻実

【予定している講座内容】※講師は都合により変更となる場合がございます。



こんな著名な方やユニークな活動家も講師に！

✔ツエーゲン金沢 代表取締役ゼネラルマネージャー・西川圭史さん

✔NHK金沢放送局 エグゼクティブアナウンサー・水谷彰宏さん

✔釣りアンバサダー，ツッテ編集長 ・ 中川めぐみさん

✔石川テレビ放送 アナウンサー・稲垣真一さん

✔ウフフドーナチュ代表・志賀嘉子さん

実践力を深く伝える！実務家の講師陣

テクニックの伝授に留まらない！多彩なテーマ

参加型ラーニングセミナー@JAISTの概略

参加型ラーニングセミナー＠JAISTは、産学官連携を通じた地方創生及び地域活性化に貢献できる社会人向けの地域人材育成の施策として、

2016年7月より「JAIST地域人材育成セミナー」としてスタート、以来、毎月継続的に開催してきました。

2019年10月のリニューアルまで約40回のセミナーを開講、のべ1000人以上の受講者にご参加いただいております。

ファシリテーション、地域活性化活動のデザイン、キャリアデザイン、

チームマネジメント、イノベーション、価値を生む思考法、ビジネス哲学など…

大学・研究機関の研究者、地域企業やNPO法人の経営

者、起業家、メディア編集者、アナウンサー、

デザイナー、クリエイターなど…

有料参加団体 実績（2019年度下半期～2020年度下半期）

能美市役所 様 地方公共団体

特定医療法人やわたメディカルセンター 様 医療機関

株式会社国土開発センター 様 建設総合コンサルタント

北菱電興株式会社 様 情報通信・住設システム開発

株式会社アイ・オー・データ機器 様 デジタル周辺機器メーカー

株式会社PFU 様 ITサービスインテグレーション

野村證券株式会社 様 証券業

辰巳化学株式会社 様 医薬品製造販売

参加型ラーニングセミナー＠JAIST 開催実績（2020年度上半期）

2020年４月
北陸企業の働き方を問う

経済成長から生き方への「シフトダウン」

稲垣真一さん

石川テレビ放送株式会社

2020年５月
人材マネジメントは傾聴力

相手を知る、聴く「事実質問」

原康子

NPO法人ムラのミライ

2020年６月
失敗から花咲く仕事生み出す

失敗が活かせる「職場環境づくり」

琴野巧裕さん

特定医療法人やわたメディカルセンター

2020年７月
社内にも社外にも、浸透できるビジョン

企業文化やブランドを伝える「ストーリーデザイン」

志賀嘉子さん

株式会社ウフフ

2020年８月
気楽だがまじめに議論できる場を創る

議論を生み出す「創発会議」

西出靖さん

丸果石川中央青果株式会社

2020年９月
事業のスコープを捉えなおす

これからのリーダーに必要なあえて熟考する「ビジネス哲学」

荒野高志さん

株式会社ネクスウェイ

参加型ラーニングセミナー＠JAIST 開催実績（2020年度下半期）

2020年10月
Passion & Patience

儲からないビジネス＆損しないビジネス

田辺由美さん

サクラアワード 主宰・田辺由美のWINE SCHOOL 校長

2020年11月 異文化を言語化し、越境する体験を語る
金子美奈さん
北陸朝日放送 編成局編成部部長

2020年12月
またまたファシリテーションXmas！

オンラインファシリテーションを究める

冨永良史さん
発創デザイン研究室 主宰

2021年1月
気持ちの良い技術が生む異なる人との出会い

ウイスキーなイノベーション
稲垣貴彦さん
若鶴酒造株式会社 取締役

2021年2月
学校の学力だけでは不十分！

学力の谷間にある力を見いだすコツ

久保田雅裕さん
進学塾シップス(SIPS) 塾長

2021年3月
組織やセクションの壁を越えて仕事がしたいあなたに！

どうしてもＨ型人材になりたい

井階友貴さん
まちづくり系医師（福井大学）


