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3つのプログラムの関係性
ステージに応じたプログラム

（２）イノベーション創出力を持っ
た女性リーダー育成プログラム
（通称：学び直し）【約1年間】

（３）女性トップリーダー育成研修
（年1回）

（内閣府委託事業期間Ｈ28～Ｈ30）

各年度受講者数

Ｈ28：20
Ｈ29：18  
Ｈ30：20  

（１）女性のためのウェルカムバック
支援プログラム（通称：再就職支援）

【約4ヶ月】

対面講座６１時間
インターシップ６０時間

リーダーシップ・国際性・感性

ステップ
2

3プログラム
修了生による

ネットワーク構築

福岡・九州圏地域力

ステップ
１
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文部科学省委託事業期間Ｈ27～Ｈ30
文部科学省職業実践力育成プログラム（ＢＰ）認定講座

専門実践教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座
（申請中）

【成果】
・代表取締役
・執行役員
・修了生ネット
ワークFLT20

★文部科学省職業実践力育成プロ
グラム（ＢＰ）認定講座



3つのプログラムの背景-1

•継続して働きたい52.0％、ところが現実は40.8％

•結婚・出産後、働いていない19.4％ ⇒ 再就職プログラム
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3つのプログラムの背景-2

•女性管理職比率の伸び悩み ⇒学び直し・トップリーダー

Cf.H28年：部長8.9％ ⇔ (6.6％)

課長15.3％ ⇔ (10.3％)

係長21.6％ ⇔ (18.6％)
＊( )は全国。厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
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【

女性のための
ウェルカムバック支援プログラム-１

（通称：再就職支援）
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「女性のためのウェルカムバック支援プログラム」は、家庭の事情によって一時的にキャリ
アを中断している女性を対象とした職場復帰・再就職を目指すための体系的なキャリア支援
プログラムである。本プログラムは合計121時間の長期間にわたるプログラムであり，①講
義と個人・グループでのワークを主体としたキャリア・デザインやコミュニケーション・ス

キル等に関する学習と，②1ヵ月程度の有給の長期インターンシップを主体とした実

践的学習から構成されている。

【目 的】

【概 要】

◇開講期間 2019年8月～2019年12月

◇定 員 10名

◇対 象 者 家庭の事情等によって前職を離れ、再就職を目指している女性

※講座開講日に、大学構内にて乳幼児保育と小学生対象の学童保育を無料で実施します。

（インターンシップ期間中除く）
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◆初年度受講者統計（受講者：8名）

文部科学省職
業実践力育成
プログラム
（BP)に認定
されました

女性のための
ウェルカムバック支援プログラム-２

（通称：再就職支援）
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第１部 自分を再発見
仲間とのコミュニケーションを通して、本当の自分を再発見

▶ユニット１
Day1 一歩を踏み出すための仲間づくり

Day２ チーム力を磨く

▶ユニット２
Day１ 「今の私」を見つめてみよう

Day２ 「過去の私」をたどってみよう

Day３ 「私の未来」をのぞいてみよう

女性のための
ウェルカムバック支援プログラム-３

（通称：再就職支援）
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第２部 自己を磨く
今の自分の魅力を120％磨いて、新しい自分を創り出す

女性のための
ウェルカムバック支援プログラム-４

（通称：再就職支援）

▶ユニット1 ボランチ育成講座

▶ユニット２

Day１ この瞬間からはじまる自分づくり

Day２ 周囲との信頼関係作りを目指す

Day３ 汗を流してもアセってはいけない

▶ユニット３ 個別キャリコーチング

Day１ わたしの強み探しとキャリアの棚卸し

Day２ わたしを活かすインターン先探し

▶ユニット４ 魅力120％アップ研修

Day１ わたしのブランディング講座

Day２ 立ち居振る舞い講座

Day３ 話し方講座
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第３部 新しい自分への再挑戦
新しい自分になるための最終準備

女性のための
ウェルカムバック支援プログラム-５

（通称：再就職支援）

▶ユニット１ 福女大ウェルカムバックドラフト会議

▶ユニット２ Day１～Day３お困りごとスッキリ解決ソリューション術
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イノベーション総出力を持った
女性リーダー育成プログラム -１

（通称：学び直し）

【対象者】
・企業や団体、行政、NPOなどでリーダーとして働く女性及び
リーダーを目指す女性（管理職に限らず、プロジェクトや新
規事業開発のリーダー、多様な人々を巻き込む役割の方など）

・起業を目指す女性
・職場復帰や再就職を目指す際に高度なスキルを身につけたい女性
・ファシリテーション、デザイン思考、チームビルディングに
関心のある方

など、どなたでも受講いただけます

【資格】女性限定 学歴年齢不問

【定員】２０名（企業派遣含む）

【派遣先】（過去）

株式会社正興電機製作所

西日本電信電話株式会社（ＮＴＴ西日本）
西部ガス株式会社
武田薬品工業（株）
㈱荏原製作所 等
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イノベーション総出力を持った
女性リーダー育成プログラム -２

（通称：学び直し）
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イノベーション総出力を持った
女性リーダー育成プログラム -３

（通称：学び直し）
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【1期生-４期生：通算修了生103人、成果発表テーマ：36件】

イノベーション総出力を持った
女性リーダー育成プログラム -４

（通称：学び直し）



平成30年度研修

元最高裁判所判事
櫻井 龍子 氏

TOTO㈱代表取締役会長
張本 邦雄 氏

ﾎﾞｰﾄﾞﾙｰﾑ･ﾚﾋﾞｭｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
㈱代表取締役

高山 与志子 氏

受講生同士のグループワーク

平成28年度研修 平成29年度研修

日本IBM㈱相談役
北城 恪太郎 氏

京都市立芸術大学
理事長・学長
鷲田 清一 氏

G&S Global  Advisors Inc.
代表取締役社長

橘・フクシマ・咲江 氏

受講者数
Ｈ28：20
Ｈ29：18  
Ｈ30：20
R 1： 16  

【成果】
・代表取締役
・執行役員
・修了生ネット
ワークFLT20

平成27年8月に女性活躍推進法が公布・施行され、一般事業主に女性活躍の取組行動計画策定が求められるなど、女性の活躍推進が重要な課題となっ
ています。福岡女子大学の建学の精神「次代の女性リーダーを育成」を使命に、学生は勿論、社会人も含めた女性リーダーを育成するため、女性管理職
や女性幹部候補者を対象に、「女性トップリーダー育成研修」を毎年実施しています。

（内閣府委託事業期間Ｈ28～Ｈ30）プログラムの考え

産学官トップリーダー
との交流会

福岡女子大学学長
梶山 千里

産学官トップリーダーによる志

女性トップリーダー育成研修



成果と課題

【意義(成果)】

•有給の長期インターンシップ ⇔ 女性労働の評価

•学びの仲間・支えあい ⇒ 受講中の関係 ⇒ ネットワークの構築

•自己の振り返り ⇒ 自己の客観視 ⇒ 次なる一歩へ

•共同学習・相互学習の成果

•課題解決への姿勢を培う

⇔ M字型就労、男女の賃金格差、性別役割分担意識の固定化な
どの背景をもつ女性の労働問題に対して、意義ある取り組みといえる

【課題】

•受講生の確保

•受講生の年齢・経験・意識の幅広さ

•予算の確保
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