
Japanese Women’s Leadership Initiative（JWLI）は、日本各地より選ばれた、活躍が期待される女性リーダー

たちを、さらに行動力のあるリーダーへと育成します。そして、２００６年に設立され１１年目を迎える今年、プログ

ラム内容をリニューアルし、新たにJWLI-IIを提供します。 

 

ボストンで行われる4週間のリーダーシップ研修を通じて、応募者の中から選ばれた「フェロー」たちは、リーダーとな

る自信とマネージメントに関するスキルと知識を身につけ、社会変革をもたらす具体的なプランを構築します。 
 

研修は、東京での事前オリエンテーションとワークショップに加え、４週間ボストンで行われます。ボストンではNPO、

社会起業家やインキュベーター数団体を視察訪問し、組織運営のノウハウやファンドレイジングの手法、リーダーシッ

プなどを学びます。 

 

また、アントレプレナーシップランキングで過去20年以上にわたって全米１位を誇るバブソン大学にて１週間の女性

リーダーを対象にした社会人向けの研修にも参加いただきます。さらに、バブソン大学教授によるコーチングのもと、

自身が実現したいと考える社会変革に対するアクションプランを研修参加中に立案および発表します。帰国後はメン

ターの伴走のもとその実行に向けて推進していただきます。 

 

 JWLI-II とは  

スケジュール 

応募要件 

・5年以上の職務経験 
・日本社会に変革をもたらすための 
 明確なビジョン 
・強いリーダーシップ 
・意欲的で行動を重んじる姿勢 
・アメリカの非営利・ソーシャル      
   セクターでの組織運営および 
   リーダーシップへの高い関心 

面接       6月17・18日（東京にて） 
最終選考     6月末 
オリエンテーション（2日間）9月（東京にて） 
帰国後報告会    11月末（東京にて） 

応募方法 

応募はオンラインにて（http://jwli.org/） 
締切日： 2017年5月8日（月） 

プログラム実施時期 (暫定) 

2017 年 10 月 10 日 ～ 11 月 3 日  

主催：フィッシュ・ファミリー財団 ／ 日本における運営支援：公益財団法人 米日カウンシルージャパン 

参加者募集! 
 

Japanese Women’s Leadership Initiative（JWLI)  
新プログラム – ２０１７年度 

ー 日本女性をエンパワーし、日本社会に変革とイノベーションを ー 

 

対象者 

NPOのスタッフ、社会起業家、企業の
CSR担当、行政の社会貢献担当などの 
女性リーダー 



After 10 years in operation, the Japanese Women’s Leadership Initiative (JWLI) is updating its program design and 
launching JWLI-II this year. JWLI-II is an executive leadership development program that will invest in emerging 
women leaders from across Japan and will transform them to be action-oriented leaders. Through a four-week 
leadership development training in Boston, selected applicants, referred to as Fellows, will acquire confidence to 
lead, skills and knowledge to manage, and create a plan to make social change.  
 
The four weeks include participation in the Women’s Leadership Program at Babson College, a 5-day intensive 
entrepreneurial management program, and visits to successful nonprofit organizations in Boston to learn their 
best practices on nonprofit management and leadership  
 
During the four weeks, Fellows will develop their respective Action Plans and upon returning to Japan, will work 
towards achieving their vision, leveraging their experience and knowledge acquired in Boston.  

About JWLI-II  

Key Dates & Activities 

Key Qualifications 

• 5+ years work experience 
• Clear vision for social change in Japan 
• Strong leadership capabilities 
• Passionate, action-oriented mindset 
• Interest to learn about leadership and 

management in American non-profit 
organizations and social communities 
 

Interviews June 17-18  (Tokyo) 
Final selection End of June 
Two-day orientation September  (2 days, Tokyo) 
Post program symposium  End of November  (Tokyo) 
 

How to Apply 

Apply online at http://jwli.org/ by Monday 
May 8, 2017 
 

Program Dates  (tentative) 

October 10 – November 3, 2017  

 JWLI is a Family Fish Foundation program with operational support provided in Japan by the U.S.-Japan Council (Japan).    

Apply Now! 
 

Japanese Women’s Leadership Initiative 
     

 “Empowering Japanese women for social change and innovation in Japan”  

Target 

Emerging women leaders of the Japanese 
social sector – nonprofit staff, a social 
entrepreneur, CSR staff of a for-profit 
company, or a municipal government 
employee 

http://jwli.org/

