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ビヨンドトゥモロー 

ジャパン未来リーダーズサミット 2015／東北未来リーダーズサミット 2015 

～ 100 名の学生が提言する、2020 年の日本の姿～ 

 

一般財団法人 教育支援グローバル基金 

2015 年 11 月 

 

【要旨】 

一般財団法人教育支援グローバル基金（東京・渋谷）は、共感力ある次世代のグローバル・シティズン（地球市民）の

育成をめざす、包括的な人材育成事業「ビヨンドトゥモロー」の一環として、「東北未来リーダーズサミット」「ジャパ

ン未来リーダーズサミット 2015」を 11 月に開催します。 

 

東日本大震災のあった 2011 年より、岩手・宮城・福島の 3県の学生を対象に継続して開催している「東北未来リーダ

ーズサミット」に加え、本年は、日本全国に対象を広げた「ジャパン未来リーダーズサミット」を同時開催し、10 倍

以上の選考を経て選ばれた広く社会のために役立つ人間になる志をもつ全国の若者を東京に招へいします。学生たち

は、様々な領域で活躍するリーダーたちによるアドバイスの下、オリンピックが開催される 2020 年までに日本はどん

な社会になっているべきか、その実現のために、自らが何ができるかについて、グループ毎に提言をまとめます。 

 

その提言は、最終日に、政治・行政・ビジネス・メディア・ＮＧＯなど各方面のリーダーたちの前で参加高校生自らに

よって発表されます。日本の各地から集う次世代を担う若者たちが、それぞれの地域が抱える課題について考え、話

し合い、最終的には東北の復興そして日本全体の地方創生につながる提言を学生たち自らの手によって考案します。 

 

 

【ご取材について】 

11 月 23 日（月・祝）に行う閉会式／提言発表会（東京都・港区）をご取材いただくことができます。2020 年の

日本のあるべき姿について発信する意欲ある日本全国の学生たちの生の声をご取材いただければ幸いです。尚、

21 日（土）、22 日（日）のディスカッションの模様のご取材をご希望の方は、下記問い合わせ先までご相談くだ

さい。 

 

閉会式／提言発表会にご参加いただける場合には、お手数ですが本プレスリリースの最終ページにあるお申込用

紙に必要事項を記入の上、FAX または電子メールにて前日までにお申込み頂きますようお願い申し上げます。事

前登録のない当日のご取材は、受け付けておりませんのでご了承ください。 

 

問い合わせ先 一般財団法人教育支援グローバル基金  電子メール：summit2015@beyond-tomorrow.org 

（お電話でのお問い合わせは受け付けておりません） 
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「ビヨンドトゥモロー ジャパン／東北未来リーダーズサミット 2015」 

日本全国の学生による提言発表 

日時 2015 年 11 月 23 日（月・祝） 11：00～12：30 （開場 10:40） 

会場 赤坂（お申込み受付後、会場をご案内させていただきます） 

概要 11：00 開始、挨拶 

学生代表スピーチ 

ご挨拶（辻清人 衆議院議員） 

発表（チームごとにまとめた提言を発表） 

講評（竹中平蔵 慶應義塾大学教授／櫻井本篤 ジャパン・ソサエティー理事長） 

結果発表・表彰 

合唱・閉会 
※スケジュールは変更となる可能性がございます。 

 

【スケジュール】 

21 日（土） オリエンテーション・自己紹介 

22 日（日） ディスカッション、スピーカーセッション、提言プレゼンテーション準備、ディナーパーティー 

23 日（月・祝） 閉会式・提言発表会 

 

【支援企業・団体】 

ジャパン・ソサエティー 

バンクオブアメリカ・メリルリンチ 

 

【後援】文部科学省 

 

【参加者】 

合計約 105 名 

 ・日本全国の都道府県に居住する高校生（約 70 名） 

・東北出身の大学生（約 35 名） 

 

ジャパン未来リーダーズサミット 2015 参加者（高校生） 

氏名 在籍校 居住県  氏名 在籍校 居住県 

平松綾乃 名古屋石田学園星城高等学校 愛知県  粟ケ窪陸 鹿児島県立沖永良部高等学校 鹿児島県 

大山貴史 愛媛県立松山北高等学校中島分校 愛媛県  東浜未來 鹿児島県立甲南高等学校 鹿児島県 

菊池天都也 茨城県立大子清流高等学校 茨城県  須田陽波 鹿児島県立種子島中央高等学校 鹿児島県 

花城桜子 沖縄県立那覇国際高等学校 沖縄県  岡村萌黄 鹿児島県立大島高等学校 鹿児島県 

平得永大 沖縄県立八重山農林高等学校 沖縄県  佐々木礼人 秋田県立秋田南高等学校 秋田県 

伊藤梨乃 私立高山西高等学校 岐阜県  吉野季世 三浦学苑高等学校 神奈川県 

池田真乃花 宮崎県立都城西高等学校 宮崎県  長谷川花乃 相模女子大学高等部 神奈川県 

才藤大雅 熊本県立熊本商業高等学校 熊本県  三浦佳織 青森県立八戸東高等学校 青森県 

溝口然 熊本県立人吉高等学校 熊本県  田村魁成 大阪府立今宮高等学校 大阪府 

橋本梓 熊本県立南関高等学校 熊本県  福田美知留 同志社香里高等学校 大阪府 

宮良耀一 熊本県立南稜高等学校 熊本県  遠山里菜 長野県上田高等学校 長野県 

塚越月麦 ぐんま国際アカデミー 群馬県  陶山智美 鳥取県立倉吉農業高等学校 鳥取県 

清水あかり 高崎商科大学附属高等学校 群馬県  福澤孝晴 東京都立青山高等学校 東京都 

土橋朋永 ノートルダム清心高等学校 広島県  矢田詩音 徳島県立富岡東高等学校 徳島県 

佐々木尚哉 広島県立加計高等学校 広島県  谷果純 徳島市立高等学校 徳島県 

丸川海音 広島県立広島高等学校 広島県  山本朱里 奈良県立五條高等学校 奈良県 

藤原亜耶奈 香川県立小豆島高等学校 香川県 
 

福海道登 
九州産業大学付属 九州産業高

等学校 
福岡県 
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嚴浩允 明徳義塾高等学校 高知県 
 ステポシナ 

カテリーナ 
福岡県立香椎高等学校 福岡県 

澤村寿美代 三重県立南伊勢高等学校 三重県  一法師光希 北海道札幌東高等学校 北海道 

髙橋咲 山形県立小国高等学校 山形県  中前柊冴 和歌山県立桐蔭高等学校 和歌山県 

長藤瑛哉 山口県立高森高等学校 山口県  名渕公軌 和歌山県立新宮高等学校 和歌山県 

   
 

高橋奈々美 
St. George’s School in 

Switzerland 
スイス 

 

 

東北未来リーダーズサミット 2015 参加者（高校生） 

氏名 在籍校 居住県  氏名 在籍校 居住県 

長瀬幸太郎 一関工業高等専門学校 岩手県  髙橋友里亜 宮城県石巻高等学校 宮城県 

髙木桜子 岩手県立大槌高等学校 岩手県  津田陽向 宮城県石巻高等学校 宮城県 

泉聖菜 岩手県立大東高等学校 岩手県  三浦舞花 宮城県小牛田農林高等学校 宮城県 

髙橋久美 岩手県立花巻農業高等学校 岩手県  阿部裕太 宮城県小牛田農林高等学校 宮城県 

佐々木大誠 岩手県立花巻南高等学校 岩手県  嶌田ひとみ 宮城県仙台二華高等学校 宮城県 

伊藤奏太郎 岩手県立水沢高等学校 岩手県  金野莉紗 宮城県築館高等学校 宮城県 

坂本亜美 岩手県立宮古高等学校 岩手県  甲斐慎之助 福島県立会津高等学校 福島県 

阿部美海 岩手県立山田高等学校 岩手県  天野みのり 福島県立安達高等学校 福島県 

堀合大樹 岩手県立山田高等学校 岩手県  小山田美紅 福島県立磐城高等学校 福島県 

内野澤安紀 盛岡中央高等学校 岩手県  高橋明日香 福島県立磐城桜が丘高等学校 福島県 

佐藤ひより 盛岡中央高等学校 岩手県  大槻菜奈子 福島県立小高商業高等学校 福島県 

中島優香 盛岡中央高等学校 岩手県  加藤栞奈 福島県立相馬高等学校 福島県 

阿部弘愛 聖ウルスラ学院英智高等学校 宮城県  山中万理江 福島県立相馬高等学校 福島県 

児玉知樹 仙台育英学園高等学校 宮城県  山本杏奈 福島県立原町高等学校 福島県 

稲村ほのか 宮城学院高等学校 宮城県  伊藤恵 福島県立福島高等学校 福島県 
 

 

東北未来リーダーズサミット 2015 参加者（大学生） 

氏名 在籍校 出身高校  氏名 在籍校 出身高校 

阿部成子 神田外語大学 宮城県佐沼高等学校  西城国琳 拓殖大学 宮城県気仙沼高等学校 

安倍有紀 日本大学 日本大学東北高等学校 
 

佐久間楓 
東北芸術工科

大学 
宮城県石巻市立女子高等学校 

岩渕由佳 立教大学 仙台白百合学園高等学校  櫻井翔太 麗澤大学 福島県立平工業高等学校 

遠藤真之 東京大学 福島県立会津学鳳高等学校 
 

佐藤迅 
東京法律専門

学校仙台校 
宮城県農業高等学校 

遠藤見倫 石巻専修大学 宮城県石巻北高等学校  佐藤慎 岩手医科大学 岩手県立大船渡高等学校 

大内花 早稲田大学 宮城県宮城第一高等学校  佐藤そのみ 日本大学 宮城県石巻高等学校 

太田古都 津田塾大学 岩手県立不来方高等学校  澤田万尋 早稲田大学 宮城県仙台第二高等学校 

小野田貴行 東北学院大学 宮城県小牛田農林高等学校  千葉美乃里 千葉大学 岩手県立大船渡高等学校 

小野寺栄 早稲田大学 仙台育英学園高等学校  早坂太希 京都文教大学 東陵高等学校 

小畑綾香 東北学院大学 宮城県多賀城高等学校  廣野秀幸 山形大学 岩手県立大船渡高等学校 

上澤知洋 東北大学 岩手県立盛岡第一高等学校  福田栞 岩手大学 宮城県多賀城高等学校 

菊池翔太 東北学院大学 岩手県立大船渡高等学校  福田順美 宮城大学 岩手県立高田高等学校 

菊地将大 筑波大学 岩手県立高田高等学校  藤井理子 早稲田大学 岩手県立盛岡第一高等学校 

黒澤永 獨協大学  福島県立会津高等学校 
 

藤田真平 神奈川大学 
神奈川県立岸根高等学校／気

仙沼高等学校より転校 

小岩真純 福島大学 岩手県立杜陵高等学校  白河榮 東北大学 福島県立会津学鳳高等学校 

古賀穂 早稲田大学 福島県立富岡高等学校 
 

山内留衣 
千葉労災看護

専門学校 
仙台白百合学園高等学校 

穀田龍二 東北大学 宮城県気仙沼高等学校  山崎成歩 聖心女子大学 岩手県立盛岡第四高等学校 
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【一般財団法人 教育支援グローバル基金およびビヨンドトゥモローについて】 

一般財団法人教育支援グローバル基金は、東日本大震災を機に設立された財団法人です。「ビヨンドトゥモロー」

は、共感力ある次世代のグローバル・シティズン（地球市民）の輩出をめざす人材育成事業として、奨学金支給およ

び人材育成プログラムの運営を行っています。東日本大震災直後から、「逆境は優れたリーダーを創る」を理念に、

次世代を担う若者たちが集い、深い思考と真摯な内省を基軸に、他者との対話を試みるというアプローチを通じ、よ

り広い視点、深い共感力をもって社会のことを考えることのできる人材輩出にむけて様々な活動を行ってきました。

設立以来、東北地方の高校生・大学生を対象に活動を展開してきましたが、2015 年秋より、対象領域を全国に展開す

る計画です。 

 

奨学金支給 大学・短大・専門学校に進学する高卒者を対象に、書類・面接による厳正な選考試験を実施。ビ

ヨンドトゥモローの理念を体現すると考えられる学生を対象に、返済不要の奨学金を支給。 

 

人材育成プログラム 高校生・大学生を対象に、年間を通して、「東北未来リーダーズサミット」や「グロー

バル・リーダーシップ・アカデミー」を開催し、学生たちが社会における自分たちの役

割について考える機会を提供しています。夏には「夏季グローバル研修」を開催し、ヨ

ーロッパ、米国、フィリピンに学生たちを派遣する海外研修活動も行っています 
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「ジャパン／東北未来リーダーズサミット 2015」閉会式／提言発表会 

ご参加お申し込み用紙 

FAX：03-6745-9100  

Email：summit2015@beyond-tomorrow.org 
御芳名  

 

 

御社名  

 

 

御媒体名  

 

 

部署名  

 

 

TEL  

 

 

FAX 

 

 

 

 

Email  

 

 

ご参加人数 

 

 

 

__________人 

お持込機材の

有無 

 

有り ・ なし  

 

（ある場合には、スチールカメラ、ビデオカメラなど具体的にご記入ください） 
 


