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1 平成 28 年度法人事業計画の背景 

1-1. 中長期方針策定の背景 
 
①AIESEC2020 
AIESEC International は 5 年に一度中長期方針を策定しております。今期策定された中
長期方針である、AIESEC2020 の基本方針としましては、これまでの組織としての規模
の拡大に伴う社会的インパクトの増大を掲げています。特に国連との提携を始め、社会課題
を解決するインターンシップを運営していきます。社会課題とは、国連が Sustainable 
Development Goal 持続的な開発目標で定めている社会課題領域を中心に、地球上よ
り多くの人々の生活をより良くするために取り組むべき価値提供を指します。 
 
②学生の機会市場 
運営側の側面からしますと、国内長期インターンや起業など学生の機会が充実していて、ア
イセックの運営をするよりもそれらの経験が選択されることも増え、入会者を確保するのに
も苦労しております。そのため、昨年度から特に採用に注力するようになり本年度からは育
成の領域を注力することにしました。 
 
③海外インターシップ市場 
海外インターンシップにおいて競合が増えているだけでなく、インターネットの登場により
顧客が比較検討を行うことができるようになり、アイセックの海外インターンシップを導
入、参加する固有性が薄れてきております。そのため、単なる「海外で働く」という経験のみな
らず、特定の社会課題・テーマに沿ったプログラムを運営していきます。 
 
④学生団体の固有性 
運営している主体が学生であるため、経営層や活動するメンバーの移り変わりが早く、安定
して方針が踏襲されていくことが行われていませんでした。これを踏まえて、トップマネジ
メントで組織を運営していくのではなく、委員長や現場のメンバーを含めたチームを作成し
経年的に意思を引き継いでいけるようにしていきます。 
 
1-2.中長期方針の位置付け 
上記を踏まえて、現時点で最良の向かっていく方向と考えておりますが、5年間の戦略戦術
は現時点での想定であり、固定したものではなく、毎年ブラッシュアップしていくものと捉
えております。また、8月の国際会議にて AIESEC2020 も策定されるので、この
AJ2020 に関しても同時に完成されるものです。 
 



1-3.中長期方針 
AJ2020 の策定にあたって、アイセック・ジャパンのMission を下記のように定めまし
た。 

AIESEC の掲げる Vision 

Peace and Fulfillment of Humankind’s Potential 
平和で人々の可能性が最大限発揮された社会 

アイセック・ジャパンのMission 

AIESEC in Japan は、社会課題を解決するイノベーションを生み出すことの
できるリーダーシップと専門性と志を持つ人材を生みます。 
また、AIESEC in Japan は人材輩出だけでなく、すべてのセクターや専門領
域、リソースをつなぎ合わせ、 イノベーションを持続的に生む場としても存在
します。 

海外インターンシップの中では、研修生に社会を巻き込んで社会課題を解決するプロセスを
提供し、それらを解決することができるリーダーを生みます。 
 

2 平成 28 年度法人事業計画 

2-1. 年間 GOAL 
年間 GOAL 2015 

目標指標一覧 数値目標(Good/Fair/Bad) 
受入事業(ICX)プロバイド数 150 (~150/~/130~) 
送出事業(OGX)プロバイド数 75(~75/~/60~) 
理想人材輩出数 25 
 
 
※1 理想人材の説明 
世界を実際に変えていけるリーダーの要素として 
①社会課題に当事者意識を持ち周囲を巻き込んで困難な状況下でも解決に取り組んでいくリーダーシップ 
②実際に課題を解決するための力としての専門性 
③社会をよりよいものにしていきたいという強い志の 3つを定義しております。 
特にリーダーシップはAIESEC International が定めた LDMと定義を合わせています。 
輩出数としてカウントする際は、AIESEC International から提供される LDMを定量的に計測する LDM Assessment を
用いる方針です。 
LDMとは、Leadership development Model の略称で、AIESEC International が定めた、AIESECが輩出したいリ
ーダーの要素を 4大項目及び 12中項目で定めたものです。アイセック・ジャパンもこの要素に基づきリーダーシップを定義
しており、アイセック・ジャパンとして解釈した 4大項目及び 13中項目を使用してまいります。 
【4大項目】 
World Citizen 地球市民として社会課題や社会情勢に対して当事者意識を持って取り組む 
Self Aware 自分の価値観や強み、熱意に基づいた行動を起こしている 
Empower Others 自らと異なるバックグラウンドを持つ他人に理解し、理想達成に向けて巻き込む 
Solution Oriented 困難で不確実な状況下でも常に強い意志を持って行動を続けている 
 
※2 プロバイドの説明 
より社会をよくしていくためアイセックグローバル全体で社会課題をベースにした商品を作り変えることに加
え、学生の機会市場としても運営者を確保するのが困難になってきており、同様な海外インターンシッププログ
ラムを行っている競合が多くアイセックのインターンが勝ち残ることも困難になってきている。そのため、プロ
バイドという、学生に「海外で働く」という経験のみならず、特定の社会課題・テーマに沿ったプログラムを運



営していきます。これまでの研修に加え特に研修生のスキルアップ機会、社会課題に接する機会を重点的に提供
することが特徴です。 
 
※3 プロバイドクライテリア 
プロバイドを満たす研修をはかるための指標となっております。 
前回のご指摘を踏まえまして、委員会のメンバーが自分たちで事業を作っていくために、きつい制限
は足かせになると考えたため、セクター・専門性・領域という大きな枠組みだけを提示し具体的な内
容は委員会に考えてもらうことにいたしました。 
 

例年との変更点のご説明 
プロバイド数について 

より社会にとって、研修生にとって、企業にとって、アイセックにとって価値の高い研修を運営するた
めに今までの研修の数え方と差別化するため、本単語を導入いたします。 

理想人材輩出数について 
アイセックの経験を通して、どれだけの人数が理想人材に達したのかをはかるために LDMの数値をは
かり一定以上の数値を満たした人数を数えます。 
例年、明確に理想人材をはかる指標がなく、LDMの指標が明確になったため本年度から導入します。 
 
 

2-2.現状分析、注力領域の特定 
 

海外研修生受け入れ事業 ICX の注力領域 
現状分析 

現在の研修で担保されている要素 
・研修生が自由に考え行動できること 
・企業様の意向がプログラムに反映されること 
・企業様・研修生・アイセック間のコミュニケーションが活発なこと 
 
現在の研修での課題点 
・テーマと明確なゴールをもった研修が少ないこと 
・研修の目的が研修生の成長にないこと 
研修内容の設計に関して、目的が社員及び研修生の異文化理解に留まる、アイセックを外国人学生の斡旋団体とみなし、研修生
を単なる労働源として扱うなど、研修生の成長が一概に目的となっていない研修が多いこと 
・研修生と企業様との間で研修が作られアイセックが介入しきれていないこと 
研修生の自由度の高い研修になっており、研修生次第で研修内容が大きく変わってしまうが、そこに対しアイセックが打開策を
提示できないこと 

次年度の方針 
更に高みを目指す研修を運営する 
1件の研修のゴールを設定し、アイセック側も企業様と研修生双方に対しきちんとアイディアを提案していくことによって、ア
イセックが本来目指すべき研修の実現と、企業様・研修生間の期待値設定及び双方にとって満足度の高い研修を目指す。具体的
には、企業訪問前における提案準備の徹底、研修生選定段階における期待値の擦り合わせ、研修開始前のプログラム設計、研修
中における研修生との面談や企業様との三者間ミーティングを通してのプログラム修正を行っていく。 
 
現在の研修から引き継ぐ点三者で研修を作り上げる 
研修生が自ら考え行動することはアイセックの研修にとって重要だと考える。よってこれからの研修にもその要素は加えていき
たい。プログラム内容自体は他団体の海外インターンシッププログラムのように絶対固定では無く、研修生との月一面談や三者
間ミーティングを通して、企業様や研修生と一緒に改善していく努力を怠らない。また、企業様、研修生、パートナー、アイセ
ックの関わりを最大限活用し、研修を通して得られるものを最大化する。 

注力領域 1顧客獲得  
現状の問題点「海外インターンシップ」の押し売り、無思考 
今後の方針思考した上で訪問、企業様の意見を参考に修正し、創り上げる 
 
研修生に社会を巻き込んで社会課題を解決するプロセスを提供するために、企業様に対しては、社会課題を解決するための強み
として、専門スキルを習得できるような研修内容を思考し、アイセック側から提案していく。訪問を通じて、企業様にご意見を
いただきながらプログラムの改善を繰り返し、協働体制を築いていく。また、現在も受け入れていただいている企業様とも話し



合いの上、研修内容をより質の高いものにしていく。一つ一つのプロダクトによって提案内容が異なること、社会課題の解決に
企業様を巻き込んでいくことは、これまでの営業よりも求められるものが高まる。また、研修生に関しては、日本に興味があ
る、キャリアアップのためという理由だけではなく、社会課題の解決についての共感と研修の目的や研修内容についての理解を
もってしてマッチングを行う。よって、他国のアイセックメンバーに対するプロモーションやパートナーシップ関係をこれまで
以上に強化する必要がある。 

注力領域 2 研修設計 
現状の問題点研修設計がほぼ行われていない 
今後の方針受け入れ企業様決定後、研修生決定後にプランニング、研修中に修正プランニングを行う 
 
研修生が社会課題に接する機会、スキルアップできる機会を重点的に提供するために、企業様で行わせていただく一つ一つの経
験の最大化ができる研修の設計、研修期間中の改善設計を企業様、研修生、アイセックの 3者で協働し設計を行っていく。また
これらに伴い、運営側の行うことも変更されるため業務フローの変更も行っていく。 

注力領域 3 サービシング 
現状の問題点 
顧客コミュニケーション属人的な運営 
トラブル関連過去トラブルケースの蓄積・共有不足 
今後の方針 
顧客コミュニケーション研修生との面談フォーマット、三者間ミーティングフォーマットの設置、運用 
トラブル関連過去トラブルケースの共有、オフラインでのインプット機会の設置 
 
今後、社会課題をベースにした研修を運営し、社会により多くのインパクトをもたらすためには、アイセックのファンとなって
いただける企業様や研修生が必要である。しかし、現状研修前の事前説明不足や事前確認不足により顧客とのトラブルが増加し
ていたり、研修を継続していただける企業様の数が 30%以下である。注力するのは顧客コミュニケーションとトラブル防止。
顧客コミュニケーションに関しては、頻度やコンテンツが明確でなく、属人的な運営が行われているのに対し標準化を図る。ト
ラブルに関しては、未然に防ぐことのできるトラブルに関して全国の幹部にインプットを行い、顧客満足度の向上、クレームの
削減、トラブル対応に割いていたアイセックメンバーのキャパシティ増加を目指す。 
 
 

海外研修生送り出し事業OGXの注力領域 
現状分析 

現在の研修で担保されている要素 
・研修先の要望を研修内容に組み入れること 
・研修生自身が考え、研修内容を創り上げていくこと 
・研修先、研修生、アイセック三者のコミュニケーションが活発に行われていること 
 
現在の研修での課題点 
・テーマと明確なゴールを持った研修が少ないこと 
・研修生の希望と研修内容に齟齬がある場合があること 
・研修生の成長という点でつつの経験を設計できていないこと 

次年度の方針 
更に高みを目指す研修を運営する意義 
1 件の研修におけるゴールとテーマをこれまで以上に明確に設定し、研修先、研修生、アイセックの三
者が 1つとなって研修を創り上げていくことにより、つつの研修がもつインパクトが大きくなるだけ
でなく、最終的に研修生を大きく成長することにつながる。 
 
現在の研修から引き継ぐ点 
研修生が研修先で自ら考え、自らの問題意識に基づく課題に挑戦していくことはこれまで多くの研修生
が行ってきた。今後も引き続き研修生自身の問題意識に基づく課題への挑戦を奨励していく。 

注力領域 1 国内外の研修におけるパートナーの獲得 
現状の問題点研修内容・環境がテーマに沿っていない 
今後の方針研修先の直接確保、国内外で研修に協力していただけるパートナーの獲得 
 
現在、研修先はグローバルアイセックのプラットフォーム上の莫大な数の候補の中から選択しているが
研修内容や環境、研修で扱うテーマに関して、不確実性が高いため、高水準かつより研修のテーマに沿
った研修先の担保に取り組む。また、より研修全体のクオリティー向上を図るために国内機会の提供も



促進する。国内でも同様に研修のテーマに沿った機会提供にご協力いただけるパートナーの獲得を目指
す。 

注力領域 2 顧客への適切な期待値設定 
現状の問題点研修内容に対する期待値がずれた研修生が多くいる 
今後の方針テーマに沿った学生へのアプローチを促進する 
 
これまでのようなマスマーケティングだけでなく、よりインターンシップのテーマに沿った学生にアプ
ローチし、適切な期待値のすり合わせを行った上で、研修に参加してもらう必要がある。 

注力領域 3 経験の評価・向上制度の整備 
現状の問題点研修内の経験の要素を評価・向上する仕組みが存在していない 
今後の方針 LDMを中心とする評価・向上の仕組みを整備する 
 
先述の LDMを中心とする研修生に研修において身につけてもらいたい要素を適切に評価、向上するた
めの仕組みが現状存在していないため、早急に整備する必要がある。 
 
 

人材/組織の注力領域 
現状分析 

■人材/組織において重視し今後も保つべき要素 
・メンバーも含めた人材の成長を最重要視し、マネジメントではなくリーダーシップを持って行動して
いくこと 
 
■現状の人材/組織の問題点 
・メンバーに営業のみ経験させるマネジメント体制による、成長経験の提供不足 
・インターンシップ事例の蓄積によるインターンシップ設計の能力低下 
・顧客や社会が求めるニーズの変化への対応能力の低下 

注力領域 1 ボトムアップ型組織の構築 
現状の問題点メンバーに営業のみ経験させるマネジメント体制 
今後の方針トップマネジメントではなく、方向性を明確にした上で委員会委員長を中心にボトムアップ
型の組織を構築し、戦略戦術策定を行う 

注力領域 2 商品設計を中心とした育成体制の刷新 
現状の問題点メンバーに営業のみ経験させるマネジメント体制による、成長経験の提供不足 
       インターンシップ事例の蓄積によるインターンシップ設計の能力低下 
今後の方針商品設計を中心として、メンバーの成長を最大化するために育成体制を刷新する 
 
 
 

2-3. 本年度目指していく戦略の方向性と戦略 
AJ Direction 2016 

The Journey to the moon 
社会課題を解決するリーダーを輩出することを目的としたAIESEC2020 に基づいて策定された中長
期方針であるAJ2020 という壮大な目標を達成する始まりの 1年。 

 
1st Strategy 社会課題ベースの商品設計を行う仕組みの設計 
2nd 
Strategy 中期方針の浸透 

3rd 
Strategy 資源面での事業戦略支援 

 



1st Strategy 
社会課題ベースの商品設計を行う仕組みの設計 

AIESEC 全体で社会課題解決をベースにした商品を再設計することになったため、それの初年度とし
て仕組みを作りあげ、実際に研修実施まで運用することで最初の PDCAを行い組織に定着させる。 
詳細 

領域 戦術 詳細 
商 品
開発 事業評価制度策定 受入事業・送出事業ともに、商品設計を再設計するため、どのような

商品が今後アイセックが目指していくべきものなのかを明確にする。 

組織 プランニングフレー
ムワーク変更 事業を基軸にしたプランニングフレームワークを策定、運用する。 

海外 委員会海外活動サポ
ート 

委員会が、海外大学在学中の研修希望者・海外現地受け入れ企業の獲
得のためのサポートを強化する。 

商 品
開発 ライセンス改訂 商品設計の再改訂に伴い、研修生担当の位置付けが変わるので 

商 品
開発 

研修ベースでの販促
の仕組み構築 

社会課題ベースに商品を作り変えるので、商品ごとに対象が全く異な
るので、販促の仕組みを構築する。 

商 品
開発 業務フロー改訂 商品設計の再改訂に伴い、オペレーションの流れが変わるので、業務

フローの改訂を行う。 

政府 
国内でのボランティ
ア研修実施のための
障壁の打開 

AIESEC2020 が定めている、SDGs に基づいたボランティア研修
を日本でも作ることを実現するためのビザの検証を行う。 

 
2nd Strategy 

中長期方針の浸透 
組織の根幹となっていく中長期方針であるAJ2020 を組織風土とブランドという形で現場への定着
を行う。 

詳細 
領域 戦術 詳細 
組織 組織文化策定  

評価 人材評価基準策定 
理想人材を輩出するため、及びメンバー自らがなるために、人材像
の要素に基づいた行動規範を設定し、 
それに基づいたフィードバック及び奨励の仕組みを策定する。 

配置 内部キャリアパスの改
訂 

委員会-事務局間で連携をしながらより細分化したキャリアパスに
関しての推奨をおこなっていく。 

配置 飛び級制度の導入 新一年生の流動性を高め、優秀な人間が流出しないように事務局に
早めに巻き込むや、体験機会を創る等を行う。 

評価 内部ブランドの浸透 何を価値とするかの共有を含めての内部、特に顧客とのタッチポイ
ントを持つ新一年生、新二年生のブランドを強化していく。 

組織 LCP 会議の実施 
LC の経営者であり LC を俯瞰している LCP と定期的に会議を
行い、LCとMCの現状認識の乖離の防止や 戦略の PDCAを回す
ときに現場感の把握を行う。  

組織 経営会議の実施  事務局員から委員会のメンバーを対象としたチームを作成し、多
層、多様な意見を反映した経営戦略をうつ。 

 
3rd Strategy 

資源面での事業戦略支援 
運営側で求められる業務、能力が変わるため、内部人材育成体制を再確立する。 
また、個別の研修ごとでキャッシュフローを安定させるための体制を確立する。 



詳細 
領域 戦術 詳細 

育成 育成体制の確立 人材開発における一般的な手法を整備し、例年行われているイ
ンプットやワークショップの効果をあげる 

配置 インダクション改訂 

例年新入生に対してい行われている人材開発が、事業運営の知
識インプット重視に偏っており、効果的でない活組織からの離
脱が多くなっているため、より成長を与えつつ新規インターン
シッププログラムを自分で考えられるようになるための人材開
発を行う 

資金 研修ベースでの賛助獲得
方法策定 

それぞれの研修を運営するために賛助を獲得することにより、
賛助の使用用途を明確にする。 

 
 


