
 

 

 

 

 

 

 

期間：2019 年 8 月 5 日（月）～10 日（土） 5 泊 6 日  

開催場所：立教大学（新座・池袋） 募集人数：2 名  

 
 

LEADERSHIP FORUM について 

このプログラムは、サッカーＷ杯の日韓共催を契機に、2002 年に延世大学（韓国）、慶應義塾大学、

立教大学の 3大学でスタートし、2006年度からは復旦大学（中国）が加わり、現在は 4大学で実施してい

ます。将来どのようにリーダーシップを発揮していくかを模索すること、学生間の相互理解を深め、ネットワー

クを広げることを目的とし、日中韓 3 ヶ国の学生が、東アジアの政治・経済・社会について議論を行う貴重

な機会となっています。 

本プログラムは全て英語で進められます。定められたテーマについて講義を受け、ディスカッション、プレ

ゼンテーション等を行います。その他、期間中には文化交流イベントを予定していますが、これらの準備は

ホスト校が責任を持って行います。ホスト校は各大学持ち回りで、2019 年度は立教大学です。 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 YKRF 

LEADERSHIP FORUM（2 回募集） 
延世・慶應・立教・復旦リーダーシップフォーラム  

１．日程（予定）： 

  2019 年 8 月 5 日（月）～10 日（土） 5 泊 6 日  

２．募集人数：  2 名  

 *2019 年度新入生を優先します（2 年生以上の合

格の可能性もあります）。この選考条件に承諾する 2

年生以上の出願も可能です。 

 *他大学からの参加人数（予定）：延世大学 15 名、

慶應義塾大学 8 名、復旦大学 15 名  

３．応募資格：以下のすべてを満たすこと： 

(1)  本学学部に在学すること 

(大学院生、2019 年春学期休学予定は応募不可 ) 

(2)  英語によるコミュニケーション能力を有すること 

(3)  チームワークを重視し、積極的にプログラムに

参加できること 

(4)  韓国・中国について興味及び基礎知識がある

こと 

(5)  オリエンテーション、事前準備を含むプログラム

の全日程に参加可能なこと 

(６)本学教員 （兼任講師除く）により推薦されること 

(7)ホスト校の代表としての意識を持ち、準備・運

営に積極的に参加できること 

 

*国籍不問。過年度参加学生の応募も可。  

４．選考方法： 

日本語・英語または、英語のみによるグループ面

接を行う。 

５．会場：立教大学（主に新座キャンパス） 

  宿泊：太刀川記念交流会館（新座） 

※期間中は太刀川記念交流会館宿泊必須  

６．プログラム（予定） 

(1)日中韓学生合同のグループ活動  

(2)各種テーマに関する講義とディスカッション 

＊期間中のスケジュールは初回合格者を中心に準備

を進めます。 

７．使用言語： 英語  

８．費用： 

プログラム中の研修費・宿泊費・食費は基本的

に無料  （主催である立教大学が負担）。以下

については自己負担  

(1) 交通費  

＊キャンパスまでの移動や電車移動を伴う場合、自費

となります。  

 (2)その他個人経費  

９．主催  

  国際センター 



10.応募方法  

提出書類： 2019 YKRF LEADERSHIP FORUM 申込書  （所定用紙） 

提出期間： 2019 年 4 月 10 日（水）～4 月 22 日（月）17：00 ＊時間厳守  

提出先：国際センター（池袋・新座） 

＊申込書（Word、PDF）は、以下のページにてダウンロード可能。国際センター窓口でも配布。  

https://spirit. r ikkyo.ac. jp/international/abroad/exchange/SitePages/leadership.aspx  

＊申込書に本学教員（兼任講師除く）による推薦文が必要となるため、早めに準備すること。 

＊2019 年度入学者は推薦文は不要。  

 

11.スケジュール  

 事項 日程 時間  場所  

2 

回

目

募

集 

募集説明会 

（参加は任意） 

4 月 8 日（月） 

※オリエンテーション期間 
12:30～14:00 各キャンパス ※中継  

申込書提出期間 4 月 10～22 日 17:00 まで 国際センター（池袋・新座）  

面接集合時間発表 
4 月 30 日（火） 
5 月 3 日（金） 

14：30 国際センター（池袋・新座）掲示板 ※ 

面接選考 5 月 9 日（木） 
19:00～21:00 

※集合時間は別途  

池袋キャンパス 

※詳細は 4月 30日の発表に記載 

採用者発表 5 月 13 日（月） 14：30 国際センター(池袋・新座 )掲示板  

合

同 

参加者合同オリエンテーション 5 月 13 日（月） 19：00～ 池袋キャンパス 

ミーティング・勉強会 随時 － 参加者決定後に日程調整を行います。 

立教・慶應合同講義 6 月下旬～7 月上旬 別途通知  立教と慶應で 各１回（計2回）実施予定 

LEADERSHIP FORUM 8 月 5 日（月）～10 日（土） 立教大学 

※国際センター掲示板： 池袋キャンパス 8 号館横     

                 新座キャンパス 8 号館入口前  

12.留意事項  

(1)参加学生は、本プログラムが「学生個人の自発的選択と責任において行われるものである」ことの

主旨を了解しなければならない。また、参加について保証人の同意を得なければならない。 

(2)事前準備期間を含む一切の行動は学生個人の責任において行われなければならない。  

(3)国際センターはプログラムの成果を上げるためのガイダンスおよび助言を随時行い相談に応じる。 

(4)参加学生は、国際センターが実施する事前オリエンテーション等に出席しなければならない。 

(5)事前オリエンテーションを自己都合により無断欠席した場合、各種手続に必要な書類を指定され

た期日までに提出しない場合、または国際センター担当者および他の参加者への態度に著しく問

題があると判断された場合には、本プログラムへの参加資格を取り消すことがある。 

(6)準備期間およびプログラム期間は、独断による判断を行わず指示に従うこと。指示に従わない場

合、著しく不遜または攻撃的な態度を取った場合、もしくは参加大学教職員、学生および、本学

からの他参加者を含むプログラム関係者に対して身体的、心理的および物理的損害を与えた場

合は、参加大学との合意に基づき、プログラム期間中であっても参加取り消しの対象とする。なお、

損害の被害者への弁済などに伴う費用は全て当該参加者の負担となる。 

(7)採用後の辞退は原則として認めない。 

(8)開催地域、参加大学の情勢等によりプログラムが中止になる場合がある。 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/international/abroad/exchange/SitePages/leadership.aspx


13．個人情報の取り扱い 

立教大学では、個人情報の取り扱いについて「立教大学における個人情報の取り扱いについて」

で定め、適切な取り扱いに務めています。そのうち「国際センターの個人情報の取り扱いについて」は、

立教大学 HP または国際センターでご確認ください。本フォーラム参加者に関する国際センターが入

手する個人情報は、プログラム実施の必要に応じて、共催の各大学担当部局、旅行会社に提供す

る場合があります。また、フォーラムに関して撮影される写真・映像は、各大学におけるフォーラムの

実施・広報に利用いたします。さらに、外部からの要請が本学および共催の各大学にとって広報上

有益と判断される場合には、写真・映像を提供することがあります。 



 
参考情報  
◆年度別テーマ 

1 2002 安全保障協力の新時代・新しい経済圏の可能性・東アジアの文化的ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ  延世  

2 2003 グローバルに考え、ローカルに行動しよう  立教  

3 2004 リーダーシップの変化  延世  

4 2005 民主主義の社会におけるリーダーシップ 慶應  

5 2006 Nurturing Cultural Leadership in Northeast Asia 延世  

6 2007 Northeast Asian Leadership for Global Sustainable Development 立教  

7 2008 Publ ic Dip lomacy and Harmonious Region  復旦  

8 2009 
The Future of Leadership: seeking the ideal ist ic leadership of Northeast Asia by comparing 

the leadersh ip of the three nations  
延世  

9 2010 Asians as global leaders - Cooperating in the region, changing the world  慶應  

10 2011 
Creating the New Concept of Asian Leadersh ip in the world from 10 years ’Leadership 

Forum Exper ience 
復旦  

11 2012 Sketching Northeast Asian Cooperation for Leaders in a Global Society  延世  

12 2013 Mutual Understanding ～f ind your own way as a global leader～ 立教  

13 2014 Leadership Change in New Media Environment 復旦  

14 2015 Col lective Intel l igence for Cooperation Among Three Ne ighbors  延世  

15 2016 Design for our East Asia in 2050 慶應  

16 2017 Jointly Bui ld a Community of Common Destiny for East Asia in the Context of Global izat ion  復旦  

17 2018 
Cult ivating open-mindedness through cooperat ion and interaction between student 

communit ies 
延世  

18 2019 How to bu i ld more inclusive society ～Find what we can do as As ian future leader～ 立教  

 

◆各大学 HP 

延世大学（英語）：http://www.yonsei.ac.kr/en_sc/ 

慶應義塾大学国際センター（日本語）：http://www.ic.keio.ac.jp/index.html  

立教大学国際センター（日本語）：

https://spirit.r ikkyo.ac.jp/international/abroad/exchange/SitePages/leadership.aspx  

復旦大学外事処（中国語/英語）： http://www.fao.fudan.edu.cn/main.htm 

 

＜問い合わせ＞ 

国際センター （池袋） 03-3985-2673  

（新座）048-471-6792 

  e-mai l： r ikkyo-outbound@rikkyo.ac. jp  


