
1.管理職育成コース 20名 現在リーダー（係長など）の立場にあり、管理職に向けた育成をしたい女性を対象
2.リーダー育成コース 40名 係長など将来部下を持つ予定の女性を対象
3.女性活躍スタートコース 人数制限なし 企業で働く方（男性含む）が 1 講座単位で受講可能、随時受付 

※「ふくい女性活躍推進企業」にご登録いただいている企業を優先します。
※１社から複数名のお申込み可。申込者数が各コースの定員を超えた場合は調整をお願いする場合がございます。

・2年間受講、募集人数15名程度／年
・お茶の水女子大学講義
・ビジネススキル講座
・仮想プロジェクト　　など

 研修内容をさらに充実、より多くの方に受講の機会を提供

福井県が実施する女性リーダー育成研修事業が新しくなりました

平成24年「未来きらりプログラム」開始
国立大学法人 お茶の水女子大学と共同でキャリア
アップを目指す女性に必要な研修を体系化

平成28年製造業リーダーコースを追加
・1年間受講、募集人数10名程度／年
・ものづくりスキルアップ講座

・年間受講者数　263名（142社）
・研修修了後に昇格された方の数
（１）管理職以上に昇格　21名
（２）リーダーに昇格　　40名

［10年間の実績］

令和4年「ハッピーキャリア“縁”カレッジ」開始

管理職育成コースを新設 20名／年 
・未来きらりプログラム修了生も受講可能

受講期間約8か月、内容を更に充実
・選択受講できる講義を拡充し、効率よくスキルアップ
・お茶の水女子大学主催「徽音（きいん）塾」受講可能

修了後も受講生を支える体制づくりを実施
・企業の幹部や上司を巻き込むプログラム
・未来きらりプログラムOBとの交流会を開催

受講者受入れを拡大
・リモート受講を導入
・1社から複数名の受講受入が可能
・「女性活躍スタートコース」を新設、
 1講座単位での受講が可能（男性も受講可）

特徴 1

特徴 2

特徴 3

特徴 4

NEW

NEW

募集人数

応募方法
企業からWEB申込（下記URLからアクセス）
もしくは受講申込書（下記）をFAX

応募締切 令和４年６月３日（金）

福井県地域戦略部県民活躍課 女性活躍グループ
〒910-8580 福井市大手3丁目17-1
TEL.0776-20-0319　FAX.0776-20-0632　E-mail  kenkatsu@pref.fukui.lg.jp

お申込み・お問い合わせ先

申込用紙

WEB申込は
こちらから
WEB申込は
こちらから

●各コースに複数名お申込みをされる場合は、用紙を複写ください。
●女性活躍スタートコースは定員に余裕がある場合、今後も随時募集をいたします（予定）。

※スタートコースにお申込みの方には後ほど県から受講希望の講座をお伺いいたします。

（提出日／令和４年  　　月　　  日）
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名　称
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所在地

電話番号

E-mail

ご担当者

お名前（かな）

所属部署

現在の職務内容

お名前（かな）

所属部署

現在の職務内容

お名前（かな）

所属部署

従業員数（うち女性）

FAX- - - -

氏名

職

職

年齢

年齢

職

年齢

部署名

（　  　）名

令和4年度受講生募集 金6 3 締切

［福井県主催］ 企業で働く女性のリーダー育成研修

申込URL　https://forms.office.com/r/QpQBJ7nm0v

女性リーダー育成研修

「はぴキャリ」始めます
女性リーダー育成研修

「はぴキャリ」始めます



［会　　場］ 生活学習館（福井市下六条町14-1）のほか、福井県国際交流会館（福井市宝永）などを予定
［研修時間］ 各講座…平日 半日（13：00 ～ 17：00）もしくは1日（10：00 ～ 17：00）

ただし、「徽音塾 ビジネス講座」…土曜 半日（13：30 ～ 16：40）
「お茶の水女子大学公開講座」…平日 90分（16：40 ～ 18：10）
「スポンサーシップ実践講座」…実施のための動画を事前に視聴後、各企業で日時を定めて実施、レポート提出
「ロールモデル交流実践講座」…インタビュー日時は各グループで設定、レポート提出

［受 講 料］ 無料　ただし、「管理職リーダー育成コース」の徽音塾は1講座あたり7,700円必要となります（県が半額7,700円費用負担）。
［準 備 物］ ・オンライン講義では「Microsoft teams」や「ZOOM」を使用します。インターネット環境や個室等をご用意ください。

・リーダーシップ実践講座では会場でパソコンを使用します。持ち込み可能なパソコンをご用意ください。
［そ の 他］ ・上記講義のほか、県内大学生との交流会“キャリアカフェ”やキャリアカウンセラーによるカウンセリングを実施予定

・令和4年度「管理職育成コース」「リーダー育成コース」参加者は「ふくい女性ネット第15期」メンバーとなります。
・上記プログラムは、開催月など若干変更となることがございます。あらかじめご了承ください。

特記事項

国立大学法人お茶の水女子大学と連携。
多彩な講義を用意し、女性を応援、企業の女性活躍を推進。

「仕事・家庭・ゆとりのバランスがとれたリーダー」を目指し、企業で働く女性の育成を行います。
受講生は各種講義をとおして自己研鑽・交流活動・情報発信を行うことで、
自分らしいリーダーシップ像を明確にします。

講座紹介（今年度新設講座）

R４年度カリキュラム（予定）

他社で働く女性と交流
「ロールモデル交流実践講座」

●「管理職育成コース」「リーダー育成コース」対象
●これまで県のリーダー研修を受けた女性達と交流
●受講生がグループを作り、インタビューを企画・実施

職場で活かす！ 業務の改善提案
「リーダーシップ実践講座」

●「管理職育成コース」「リーダー育成コース」対象
●受講生自身の業務を軸に課題を分析、改善策を発表
●上司の発表資料のチェックや発表会参加が必要

会社をあげて女性を応援
「スポンサーシップ実践講座」

●「管理職育成コース」対象
●自社の幹部に同行し会議を傍聴、働く上での視野を拡大
●自社の幹部とキャリアについて意見を交換

全国の女性リーダーと共に学ぶ
お茶の水女子大学主催「徽音（きいん）塾」

●「管理職育成コース」対象
●ビジネスに必要な高度な知識を全国の女性と共に習得
●県が受講料半額負担（7700円）

令和3年度県の
リーダー研修より

◆◆  徽音塾 ビジネス講座
「文字・声・画像が創り出す印象と
コミュニケーションへの応用」
・2日間講義
・有料講座 15,400円（うち県半額負担）

◆◆  徽音塾 ビジネス講座
「意思決定とセルフエフィカシー」
・2日間講義
・有料講座 15,400円（うち県半額負担）

◆◆  徽音塾 ビジネス講座
「知っておきたい労働法」
・2日間講義
・有料講座 15,400円（うち県半額負担）

◆◆  徽音塾 ビジネス講座
「マーケティング入門」
・2日間講義
・有料講座 15,400円（うち県半額負担）

◆◆  徽音塾 ビジネス講座
「イノベーション創出の思考法」
・2日間講義
・有料講座 15,400円（うち県半額負担）

◆◆  キャリアアカデミー
「管理職が知っておきたいこと」
・会場（生活学習館）受講
・2日間講義

◆◆  ものづくりスキルアップ講座
（2日間講義、2単位）
「ものづくりに活きる女性の視点」
「ものづくり全体像の理解」
「県内施設見学」

◆◆  徽音塾 ビジネス講座
「会計基礎力を身に付ける」
・2日間講義
・有料講座 15,400円（うち県半額負担）

◆　  お茶の水女子大学公開講座（前期）
「お茶の水女子大学論」
※公開講座は全3回の中から1回選択

◆　  お茶の水女子大学公開講座（前期）
「お茶の水女子大学論」
※公開講座は全3回の中から1回選択

お茶の水女子大学講義①
「キャリアデザイン」
・会場もしくはオンライン受講
・会場定員60名

お茶の水女子大学講義①
「キャリアデザイン」
・録画配信受講（10月まで）
・定員上限なし

キャリアアカデミー
「リーダーシップ」（8月と同内容）
・女性限定
・オンライン受講　・定員40名

キャリアアカデミー
「リーダーシップ」（7月と同内容）
・女性限定
・オンライン受講　・定員40名

キャリアアカデミー
「管理職が知っておきたいこと」
・女性限定　・会場（生活学習館）受講
・2日間講義　・定員30名

女性リーダーサポート講座
「成長戦略としてのこれからの女性活躍」
・会場（生活学習館）受講
・定員30名

女性リーダーサポート講座
「上司の意識改革・面談スキルアップ」
・会場（生活学習館）受講
・定員30名

女性リーダーサポート講座
「働く女性のパートナーによる家庭支援」
・男性限定
・会場（生活学習館）受講　・定員30名

キャリアアップ応援講座
「仕事がはかどる文章力向上」
・女性限定
・会場（生活学習館）受講　・定員30名

キャリアアップ応援講座
「ファシリテーション」
・女性限定
・オンライン受講　・定員40名

キャリアアップ応援講座
「クレーム対応」
・女性限定
・会場（生活学習館）受講
・定員30名

お茶の水女子大学講義①
「キャリアデザイン」
・録画配信受講（10月まで）
・定員上限なし

お茶の水女子大学講義①
「キャリアデザイン」
・録画配信受講（10月まで）
・定員上限なし

お茶の水女子大学講義②
「ワーク・ライフ・バランス」
・会場もしくはオンライン受講
・会場定員60名

お茶の水女子大学講義②
「ワーク・ライフ・バランス」
・録画配信受講（2月まで）
・定員上限なし

お茶の水女子大学講義②
「ワーク・ライフ・バランス」
・録画配信受講（2月まで）
・定員上限なし

お茶の水女子大学講義②
「ワーク・ライフ・バランス」
・録画配信受講（2月まで）
・定員上限なし

ものづくりスキルアップ講座
「ものづくりに活きる女性の視点」
「ものづくり全体像の理解」
・2日間講義
・オンライン受講
・定員40名

◆　  キャリアアカデミー
「リーダーシップ」（8月と同内容）
・オンライン受講

◆　  キャリアアカデミー
「リーダーシップ」（7月と同内容）
・オンライン受講

◆　  キャリアアカデミー
「リーダーシップ」（8月と同内容）
・オンライン受講

◆　  キャリアアカデミー
「リーダーシップ」（7月と同内容）
・オンライン受講

◆　  キャリアアップ応援講座
「文章力向上」
・会場（生活学習館）受講

◆　  キャリアアップ応援講座
「クレーム対応」
・会場（生活学習館）受講

◆　  キャリアアップ応援講座
「ファシリテーション」
・オンライン受講

◆　  女性リーダーサポート講座
「成長戦略としてのこれからの女性活躍」
・会場（生活学習館）受講

◆　  女性リーダーサポート講座
「上司の意識改革・面談スキルアップ」
・会場（生活学習館）受講

◆　  お茶の水女子大学公開講座（後期）
「女性のキャリアと経済」
※公開講座は全3回の中から1回選択

◆　  お茶の水女子大学公開講座（後期）
「女性のキャリアと経済」
※公開講座は全3回の中から1回選択

◆　  お茶の水女子大学公開講座（後期）
「女性のキャリアと経済」
※公開講座は全3回の中から1回選択

◆　  お茶の水女子大学公開講座（後期）
「女性のキャリアと経済」
※公開講座は全3回の中から1回選択

開講式
同日講義開催
必須◆ 「キャリアデザイン」講義
必須◆ ロールモデル交流実践講座

修了式
１年間の振り返り

必須◆ スポンサーシップ実践講座

会場・オンライン受講を講座ごとに選択

●現在リーダ（係長など）の立場にあり、管理職に向けた育成が必要な方　●管理職になりたての方女性

①県主催講座 ②お茶の水女子大学主催講座

管 理 職 育 成 コ ー ス

③ふくい女性財団主催講座
オンライン受講 講座ごとに受講方法指定あり オンライン受講 講座ごとに受講方法指定あり

必須◆ リーダーシップ実践講座①
（連続4回講義）
「現状分析・課題発見」

必須◆ リーダーシップ実践講座②
「改善計画書作成」

必須◆ リーダーシップ実践講座③
「プレゼンテーション技術」

必須◆ リーダーシップ実践講座④
「改善計画発表」

◆ 「ワーク･ライフ・バランス」講義

開講式
同日講義開催
必須◆ 「キャリアデザイン」講義
必須◆ ロールモデル交流実践講座

修了式
１年間の振り返り

必須◆ リーダーシップ実践講座①
（連続4回講義）
「現状分析・課題発見」

必須◆ リーダーシップ実践講座②
「改善計画書作成」

必須◆ リーダーシップ実践講座③
「プレゼンテーション技術」

必須◆ リーダーシップ実践講座④
「改善計画発表」

◆ 「ワーク･ライフ・バランス」講義

対　　象

20名定　　員

●下記講座から10単位以上選択（必須科目は必ず選択）　●８単位以上取得で修了書交付 ［◆単位数］修了条件

令和４年６月～令和５年２月受講期間

会場・オンライン受講を講座ごとに選択

●リーダー（係長など）に向けた育成が必要な方　●リーダー（係長など）になりたての方女性

①県主催講座 ①県主催講座②お茶の水女子大学主催講座

リ ー ダ ー 育 成 コ ー ス

③ふくい女性財団主催講座 ③ふくい女性財団主催講座
オンライン受講 講座ごとに受講方法指定あり

対　　象

40名定　　員

●下記講座から10単位以上選択（必須科目は必ず選択）　●８単位以上取得で修了書交付 ［◆単位数］修了条件 修了書交付なし

令和４年６月～令和５年２月受講期間

男性女性問わず企業で働く方（一部性別を限定した講座あり）

女性活躍スタートコース
対　　象

各講座の定員になり次第受付終了定　　員

1講座単位で受講可能受講期間

６月末
（予定）

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

令和５年


