文部科学省 グローバルアントレプレナー育成促進事業(EDGEプログラム)

CSR Management

WASEDA-EDGE 人材育成プログラム

CSR マネジメント実践

〜共創館イノベーション・エコシステムの構築〜

国際規格ISO26000を活用した実践的なCorporate Social Responsibility(CSR)コンサルティング手法を
学び、
実際の企業に対してCSR経営分析・提案をチーム演習を通して行う。
＜講師紹介＞
■ 黒澤正一
（早大理工学術院客員上級研究員
（研究院客員教授）
）
■ 朝日透
（早大理工学術院教授、博士キャリアセンター長）

アントレプレヌールシップ教育プログラム

＜開講時期・単位数＞
■ 春学期
（4月上旬～7月下旬）
全15回集中講義、2単位
＜これまでのチーム演習実績＞
■ 花 王、
キリン、NTTファシリティーズ、講談社、サンデン、
日本航空

～理工系だからこそできる新しいチャレンジ！～
黒澤 正一

技術系経営幹部講話
経営者の経験を直接、大学院生に講義することで、理系大学院生が身につけるべきこと、心
掛けるべきこと、研ぎ澄ますべきことなどを明確化し、経営課題の全体像を把握して解決策を産
み出せる実践的な人材の基礎力を涵養する。
＜講師紹介＞
■ 村山徹
（早大理工学術院客員教授、
アクセンチュア 前会長）
■ 大野高裕
（早大理事・理工学術院教授）
■ゲスト講師（過去の例：リコー前会長・前経済同友会代表幹事、
NTT

＜開講時期・単位数＞
■ 春学期前半
（4月上旬～6月上旬）
、
全8回1単位

ファシリティーズ 代表取締役副社長、第一三共専務執行
役員、住友商事代表取締役専務執行役員 ほか）
村山 徹

大野 高裕

谷 益美

杉浦 正和

Innovation Leadership

博士実践特論Ａ：イノベーションリーダーシップ
産業界においてイノベーションを惹起するために必要なマネジメント力、
リーダーシップ、
ネゴシ
エーション力などを高めるための考え方や基本的スキルを学びます。
＜講師紹介＞
■ 鶴谷武親（早大商学学術院客員准教授、
メディカルフィットネスラボ
ラトリー ㈱ 代表、
ポリゴンマジック ㈱ 代表取締役 ほか）
■ 谷益美
（早大理工学術院非常勤講師）
■ 杉浦正和
（早大商学学術院教授）
■ 朝日透
（早大理工学術院教授、博士キャリアセンター長）

＜開講時期・単位数＞
■ 春学期
（4月上旬～7月下旬）
及び
秋学期
（9月下旬～2月上旬）
、
各全15回集中講義2単位

Innovation For Industry And Career Design

博士実践特論Ｂ：産業イノベーションとキャリアデザイン
高い研究能力と
「付加能力」
をあわせもつ人材育成の観点から、研究開発戦略、技術開発動向、
イノベーションの実例、研究開発ロー
ドマップなどについて学び、
さらに各自の専門をベースとした
「キャリア開発」の考え方とその実行を学びます。
＜講師紹介＞
■朝
 日透
（早大理工学術院教授、博士キャリアセンター長）
■ 古川行夫
（早大理工学術院教授）
■ゲスト講師 高橋浩
（早大理工学術院客員上級研究員
（研究院客員
教授）
、博士キャリアセンター事務局長）
大木博（広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所
客員教授）
ほ
 か企業研究者

＜開講時期・単位数＞
■春
 学期後半
（6月中旬～7月下旬）
、全8回1単位

Logical Communication

博士実践特論 S：ロジカルコミュニケーション
講義・グループディスカッション・グループプレゼンテーションなどを通して、共同で研究やプロジェクトを進める際に、
相手に
「正確に伝える」
および「快適に伝える」
という２つの切り口からコミュニケーションスキルを学びます。
＜講師紹介＞
■ 安田正
（早大理工学術院非常勤講師、㈱ パンネーションズ・
コンサルティング・グループ代表取締役）
■ 上原千友
（早大理工学術院非常勤講師、㈱ パンネーションズ・
コンサルティング・グループ）
■ 朝日透
（早大理工学術院教授、博士キャリアセンター長）

「実験や文献調査、
論文執筆は楽しいけれど、
研究成果の事業化やビジネスはちょっと・
・
・」
という学生や若手研究者でも参加できる起業家・イントラプレナー育成プログラムです。
専門性を深めることはもちろん大事ですが、
自分の研究成果やアイデアがどのように
社会に関わっていくのか、
またどのようにしたら社会実装できるのかを学ぶことは、
大切なことです。
このプログラムを通して、
人を惹きつける対話・プレゼンテーションスキル、
起業・事業化に関する基本的な知識や考え方を身に付けてください。

＜開講時期・単位数＞
■ 春学期
（4月上旬～7月下旬）
、全15回集中講義2単位

上原 千友

※各科目は修士課程及び博士一貫課程の学生も履修できます。
※ポスドク、学外の方の参加は博士キャリアセンター
（03-5286-8041、
info@waseda-pracdoc.jp）
までご相談ください。

Facebook

https://www.facebook.com/wasedaedge

お問い合わせ

Webサイトのお問合わせフォームよりお願いいたします

t w i t t e r

https://twitter.com/waseda_edge

U

http://waseda-edge.jp/

担 当 教 員

早稲田大学先進理工学研究科 生命医科学専攻/ナノ理工学専攻/
先進理工学専攻教授 教授 朝日 透

お問い合わせ・連絡先
R

L

WASEDA EDGE PROGRAM

ENHANCING ENTREPRENEURSHIP PROGRAM
プ ロ グ ラム の 特 徴

研究成果を基にした新しい事業の創出

Top Leader Management

科学の知見・技術シーズに基づいた起業や新規事業創出により与える社会への貢献を深慮し、
イノベーション創出を目指す人材を以
下の特徴を活かして育成します。

起業特論：トップリーダーマネジメント
起業や新規事業創出、
研究成果の事業化に不可欠なマインドや考え方を起業家やイントラプレナーから直接学ぶ。成功および失敗例
などにも触れ講義を行う。

起業特論 A
プログラム概要
・起業や新規事業化により実現可能な未来の社会を描像できる能力を身に付けます。起業に必要な基本知識や考え方を起業経験者ら
の協力を得て修得します。
・グローバル社会での活躍を目指して、丁々発止の議論や交渉を英語で行う能力を専門家の協力を得て高めます。
・ベンチャー企業や新規事業部における中長期インターンシップにより、緊張感とともに現場でのイノベーション創出への考え方やプロセ
スの一端を学びます。

実践的なカリキュラム群と中長期インターンシップ
４月

５月

６月

７月

８月

９月

起業インターンシップ
起業特論Ａ

10月

12月

１月

２月

３月

随時
春学期前半

春学期後半

[全8回集中講義、
1単位]

起業特論C
グローバル
コミュニケーション基礎
グローバル
コミュニケーション上級

秋学期後半
秋学期前半

[全8回集中講義、
1単位]

秋学期前半

[全8回、
1単位]
秋学期後半

CSRマネジメント実践

春学期
春学期前半

博士実践特論A

全8回集中講義、
1単位

一木 広治

起業特論 C
＜講師紹介＞
■ 鶴谷武親
（早大商学学術院客員准教授、
ポリゴンマジック㈱ 代表取締役、
メディカルフィットネスラボラトリー㈱ 代表取締役会長 他）
■ 朝日透
（早大理工学術院教授、
博士キャリセンター長）
■ゲスト講師 太田和光
（カウモ㈱ 代表取締役）
木下慶彦
（Skyland Ventures ㈱ COE）
ほか起業家やイントラプレナー

＜開講時期・単位数＞
■ 秋学期前半
（9月下旬～11月中旬）
、
全8回集中講義1単位

鶴谷 武親

春学期
春学期後半
春学期

Start-up Essential

起業特論 B：スタートアップエッセンシャル
全15回集中講義、
2単位

全15回集中講義、
2単位

秋学期

全15回集中講義、
2単位

全15回集中講義、
2単位

秋学期

全15回集中講義、
2単位

[全8回、1単位]

博士実践特論B
博士実践特論S

＜開講時期・単位数＞
■ 春学期前半
（4月上旬～6月上旬）
、
全8回集中講義1単位

[全8回集中講義、
1単位]

起業特論Ｂ

技術系経営幹部講話

11月

＜講師紹介＞
■ 一木広治
（早大理工学術院非常勤講師、
淑徳大学客員教授、
㈱ヘッドライン代表取締役社長、㈱ローソン顧問、㈱ LDH顧問 他）
■ 朝日透
（早大理工学術院教授、
博士キャリセンター長）
■ゲスト講師 喜多埜裕明
（ Kカンパニー ㈱ 代表取締役社長、
ソフトバンクモバイル ㈱
元常務、
元ヤフー㈱ 取締役COO）
廣末紀之
（ビットバンク㈱ 代表取締役CEO、
元GMOインターネット㈱
		
常務、
元 ㈱ガーラ代表取締役社長）
ほか起業家やイントラプレナー

[全8回、
1単位]
[全15回集中講義、
2単位]

※各カリキュラムの実施時期はおおよその目安です。正確な実施時期は、博士キャリアセンター（03-5286-8041、info@waseda-pracdoc.jp）
にお問い合わせ
頂くか、
Webサイト、
シラバス等をご確認ください。
※春学期・秋学期それぞれに開講する科目は、春学期・秋学期とも同じ内容で実施します。

研究成果を事業に繋げるための知識や起業・事業運営の手続きをプロフェッショナルより学ぶ。ハイテク
ベンチャーの起業事例や総合商社による新規事業化事例などを題材に取り上げ講義を行う。
＜講師紹介＞
■ 小島信明
（早大研究戦略センター上級研究員
（研究院教授）
）
■ 島岡未来子
（早大研究戦略センター准教授）
■ 朝日透
（早大理工学術院教授、
博士キャリアセンター長）
■ゲスト講師 増田一之
（TXアントレプレナーパートナーズ ファウンダー 最高顧問）
宮田拓弥
（Scrum Ventures創業者兼ゼネラルパートナー）
村田和広
（SIJテクノロジ代表取締役社長）
ほかベンチャー経営者や専門家

＜開講時期・単位数＞
■ 春学期後半
（6月中旬～7月下旬）
及び
秋学期後半
（11月下旬～2月上旬）
、
各全8回集中講義1単位

小島 信明

Fundamental Global Communication

グローバルコミュニケーション基礎

Entrepreneur intern-ship program

欧米のローコンテクスト文化を理解し、英語でのプレゼンテーション、
ディスカッション、
ネゴシエーションに必要な
対話・コミュニケーションの基礎をインタラクティブな講義で学ぶ。
（日本語で実施）

ベンチャー企業や新規事業関連部署にて2ヶ月程度のインターンシップを実施します。
インターンシップは、本人、指導教員、
インターン
シップ先の３者の意向をコーディネータが調整し、
インターンシップ先等と面談した上で実施します。

＜講師紹介＞
■ 安田正
（早大理工学術院非常勤講師、
㈱ パンネーションズ・コンサルティング・グループ 代表取締役）
■ 朝日透
（早大理工学術院教授、
博士キャリアセンター長）

起業インターンシップ

＜参加要件＞
■ WASEDA-EDGE人材育成プログラムに参加する意思があること
■ 起業・新規事業創出に興味があること
■（海外インターンシップの参加希望者）
インターンシップ先で必要となる語学力
＜実施例＞
■ Digital Garage US, Inc.（サンフランシスコ）
■ Whill.us
（サンフランシスコ）
■ ams（オーストリア）
■ 国内外大手企業やベンチャー企業など

＜開講時期・単位数＞
■ 秋学期前半
（9月下旬～11月中旬）
、
全8回1単位
安田 正

Advanced Global Communication

グローバルコミュニケーション上級
英語でのプレゼンテーション、
ディスカッション、
ネゴシエーションに必要なグローバルスタンダードなコミュニケーション力をグループワーク
で学ぶ。
（英語で実施）
＜講師紹介＞
■ 杉浦正和
（早大商学学術院教授）
■ 朝日透
（早大理工学術院教授、
博士キャリアセンター長）
■ゲスト講師
（アメリカから招聘）

＜開講時期・単位数＞
■ 秋学期後半
（11月下旬～2月上旬）
、
全15回集中講義2単位

