
 

 

PX2 プログラム学校導入 申込要項 

一般財団法人 BWF インターナショナル 

 

青少年向けの能力開発プログラムである PX2※を貴校で実施する際のお申込み方法についてご案内さ

せて頂きます。 

※PX2（ピー・エックス・ツー）とは、the Path to eXtreme Success2 の略です。 
   

■PX2 とは 

l PX2 は、「脳と心の働き」を学ぶために、分かりやすく作られたプログラムです。 

l PX2 は、認知心理学や社会学習理論、教育理論、そして脳機能科学といった多くの分野に

おける研究成果と最先端の知識が生かされているだけでなく、個人や団体の成功事例か

ら学んだ方法論も組み込まれているので、人生のさまざまな分野で成功していくための「考

える技術」を学ぶ事ができます。 

l PX2 は、12 のテーマに分けられ、私たち人間がどのように物事を考えているか、考えるべ

きか、そしてその考え方がどのように行動に反映されているのかといった基本的な概念を

学べるようになっています。 

l PX2 を学ぶことによって、隠されていた能力を思いもよらなかった方法で解き放つことが期

待できます。 

l PX2 の基本コンセプトは、世界の 6 大陸、60 カ国で多様な言語に翻訳され、教育機関や政

府機関、上場企業の教育研修プログラムとして提供されています。 

 

■PX2 導入による効果 

PX2 プログラムを受講することで、次のようなことが身につく効果が期待できます。 

l 自分の潜在能力と才能に気づき、理解し、評価すること 

l すごいことに挑戦し成功できると自分の脳力を強く信じること 

l 今は見えていないかもしれない他の選択肢や可能性に気づく広い視野をもつこと 

 

■PX2 プログラムの進め方 

l 当財団が派遣する認定ファシリテーター（進行役）が、テキストと動画を用いて解説いたし

ます。また理解度を高める為のワークショップを行います。 

l PX2 プログラムは、12 ステップで構成され、各ステップに必要な時間は約 1時間です。 

l 所要時間は合計で 13 時間（2 日間）ですが、各学校の授業形態に合わせて休憩時間や、

休憩回数、1日当たりの受講時間を調整することができます。 

 

■受講対象 

l 中学校、高等学校に在籍する生徒及び教職員 

l クラス単位や部活単位での実施も可能です。 

l 15〜30 人の編成が最適な受講者数ですが、柔軟に対応いたします（最低開催人数4名）。 

 



 

 

■開催場所 

l 学校の施設を使用させて頂きます。 

 

■学校にご用意頂くもの 

l DVDプレイヤー、プロジェクター、スピーカー、ホワイトボード、延長コードなど 

 

■費用 

l 無料（テキストを学校で印刷する場合） 

Ø テキストを購入の場合は、1冊につき 5,500円（税込）。 

Ø 当財団からお送りするテキストの PDFデータ（A4，140ページ、カラー）を、学校で印刷

して頂く場合は、費用はかかりません。 

Ø ファシリテーターの交通費などの実費を負担していただく場合がございますのでご相

談下さい。 

Ø テキスト代や交通費などの費用が発生する場合は、PX2 実施後に学校宛に請求書を

送付させて頂きます。 

 

■ご担当者様にご対応いただきたいこと 

l 導入の検討にあたっては、『PX2 導入検討チェックリスト』の内容をご確認ください。ご不明

な点や未定の内容はお打ち合わせにて調整をお願いします。 

l プログラム開催に向けた事前打ち合わせ（開催日程の調整など）をお願いします。E メール

やお電話での打ち合わせが基本となります。 

l 当日の担当する、当財団の認定ファシリテーターが窓口となり、ご調整させて頂きます。 

l 対象とする生徒（何年生か、クラブ単位か等）およびその人数の決定し、受講者名簿の作

成をお願いします。 

l 開催会場（教室の指定等）およびスタッフ控室として学内施設の使用許可をお取りください。 

l 使用機材のご準備をお願いします。 

 

■お申込み方法 

l 開催希望日の 2 ヶ月前までにご連絡をお願いします。 

l 『学校申込用：PX2 プログラム導入申込書』に必要事項を記入して、下記の E メール又は

Faxまで送信してください。 

l ご不明点や質問等ございましたら、下記 E メールまでお問合せください。 

 

■主催（お問合せ先） 

一般財団法人 BWF インターナショナル 

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-22-7 道玄坂ピア 4F 

Tel: 03-5785-4288 Fax: 03-5411-8077 E メール: info@bwf.or.jp HP: http://bwf.or.jp/  

当財団は、世界の教育の高度化を目的とした非営利団体です（2008年設立）。毎年、国会議員会

館にて、文部科学省・スポーツ庁、経済産業省後援による教育関係者対象の講演会を実施してい

ます。 



 

 

PX2 導入検討チェックリスト 

PX２プログラム導入の検討にあたりましては、以下の項目をご確認ください。ご提出は不要です。 

 チェック項目 

開催時期 

□開催予定日まで 2 ヶ月以上あるか 

・ファシリテーターの選定等の準備のため開催の 2 ヶ月以上前のご相談をお願いしております。 

・開催までの期間が短い場合ご希望に沿えない場合がございます。 

受講者 

□4名以上（最低開催人数） □30名以下 □30名を超える↓ 

・１回あたり 15〜30 人の編成が最適な受講者数です。30名を超える場合は開催を分けることが

必要な場合がございますのでご相談ください。 

日時 

□2日間確保できるか 

・2日間（各日 9:00〜17:00、途中昼休有り）での開催が標準となります。2日間は連続していなくと

も結構です。1日あたりの実施時間を短くしたい場合はご相談ください。 

 

曜日 

□平日（月〜金） □休日（土日祝） □平日と休日の組合せ 

・担当可能なファシリテーターがいれば平日、休日どちらでも実施可能です。希望日で実施可能か

どうかはご相談ください。 

会場 

□教室などの会場を確保できる 

・学校で確保できる施設を利用して実施いたします。受講人数分の机・椅子が確保できる教室など

を確保してください。 

テキスト 

□PDFデータ（A4,約 130ページ,カラー）から印刷する（無料） 

□テキストを購入する（5,500円/冊） 

□印刷と購入を併用する 

・受講者人数分のテキストが必要となります。 

・PDFデータから学校で印刷する場合、費用は掛かりません。但し、枚数が多いため、印刷が負担

になる場合はテキストの購入も可能です。予算等に応じて選択してください。 

交通費 

□支給可能（上限 合計      円） 

□支給不可 

・ファシリテーターはボランティアで活動しているため、交通費をご支給頂ける場合はご協力をお願

いします。交通費支給不可であっても、対応可能なファシリテーターがいるか確認します。 

 

ご用意頂き

たい機材 

□DVDプレイヤー □プロジェクター □スピーカー 

□ホワイトボード（黒板）  □延長コード 

・各ステップ 10 分程度の DVD講義映像を上映します。そのために必要な機材のご準備をお願い

します。ご用意できない場合はご相談ください。 

ファシリテ

ーター 

□担当ファシリテーターは決まっているか 

・担当ファシリテーターが決まっていない場合は、派遣可能なファシリテーターを応募します。 

・受講者 10 人以下は１名、10〜30 人は 2名のファシリテーターが目安となります。 



 

 

学校申込用：PX2 プログラム導入申込書 
※導入予定日の 1 ヵ月以上前に、この書類の提出をお願いいたします 

一般財団法人 BWF インターナショナル御中 

本校にて PX2 プログラムの導入を以下の通り申込みいたします。 

学校名   

担当(教諭)名   

学校住所 〒 

電話番号   

担当(教諭)メールアドレス   

学年・組・クラブ名 等   

導入予定日       年     月    日（   ）〜    年    月    日（    ） 

受講予定者数 
生徒・学生     人 （内 再受講者    人） 

教職員     人 （内 再受講者    人） 

担当ファシリテーター 

※既に決まっている場合はご記入下さい。 
 

備考 

※お支払い規定等がある場合はお知らせく

ださい。 

 

 

※受講費等のご請求は実施後に学校宛に請求書を発行させて頂きます。 

※交通費等実費につきましては別途ご相談させていただきます。 

【PX2 テキストに関して】該当方法にチェックをお願いいたします。 

☐ PX2 テキスト________________冊 を購入します（1冊あたり￥5,500）。 

※著作権者の米国法人との契約により、テキストのコピーを使用することはできません。 

※再受講の方は、以前使用したテキストを使用することにより無料で受講できます。 

☐ PX2 テキストの PDFデータより、学校側で印刷して使用します（無料）。  

※大学・大学院・専門学校で開催する場合は、学生及び教職員共にテキストの購入をお願いします。 

※開催前に PDFダウンロード先をご連絡しますので、学校にて受講者数分の印刷をお願いします。 

【PX2 ファシリテータートレーニングの開催を希望する場合】。 

☐ PX2 受講後、3 日間の PX2 ファシリテータートレーニングの開催を希望する。 

※PX2 プログラムを受講した教員のみ可。開催費用：3日間 マニュアル代 5,500円/1 人、最低人数 4人。 

20   年   月   日 

導入責任者（校長等）役職・氏名：                                   印  


