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概要と日程
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WASEDA-EDGE人材育成プログラム



各プログラムの参加申し込みは、HPより⾏います。
公募開始は2021年5月下旬以降のWASEDA-EDGE HP、メールをご確認ください︕
詳細はWASEDA-EDGE ＨＰ https://waseda-edge.jp をチェック︕

１．富山県×WASEDA-EDGE 
新規事業創造インターンシップ プログラム

開催日 8/18～

２. 多摩美術大・滋賀医科大× WASEDA-EDGE
連携プログラム

開催日 8/24～

３. 長野県茅野市・諏訪市×Skyward EDGE
コンソーシアム合同プログラム

開催日 8/30～

４. スタンフォード大学×WASEDA-EDGE 
d.school講師による、デザイン思考ワークショップ

開催日 12/12～

2021年度 コンソーシアム連携講座（抜粋）

https://waseda-edge.jp/
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１．富山県×WASEDA-EDGE  

新規事業創造インターンシップ プログラム
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働きやすさ、暮らしやすさ全国トップクラスの富山県の企業人と早稲田大学の学生が一丸となって

課題に取り組む新たなインターンシップのスタイルです。

アイデア創出からビジネスモデルの検証まで実践的に学ぶ機会を創出するこのプログラムは、2018

年から始まり毎年、参加学生、参加企業担当者から好評を得ています。4回目の開催となる今回は、

オンラインと対面のハイブリッドでの実施を計画しています。 「With/after コロナ時代における

イノベーション」をテーマに、富山県における地域イノベーション、企業内新規事業創造に貢献でき

るアイデア創出を目指します。このプログラムでは、早大生と参加企業がチームを組みます。ワーク

ショップと企業における実践を組み合わせた画期的な構成で、アイデア創出からビジネスモデルの検

証までを、理論に基づいた緻密な⼿法により、実践的に学ぶ貴重な機会を提供します。

※受入企業の感染拡大防止対策および本学のインターンシップ実施方針により、完全オンラインでの実施となる可能性もあります。

＜受講者の声＞（事後アンケートより抜粋）
・社会人の方と一緒にプログラムに参加するのは

初めてだったので、現実的な部分等とても参考
になった。自分の意見を論理的に説明したり、
よく考えて整理する良いトレーニングとなった。
チームメンバーとプログラムを通じて仲良くな
れたことが嬉しかった。富山県に訪れたいと切
実に感じる。

・起業に限らずともどのようにプロジェクトを進
めて他の人と共働できるかをしっかりと理論で
学べてよかった。

過去開催ダイジェスト映像 https://waseda-edge.jp/event_report_2019?id=20190820
2020年度実施模様 https://waseda-edge.jp/event_report_2020?id=20200819

＜開催概要＞
■日 時：フェーズⅠ： 8/18(水)-20(金)

フェーズⅡ ：8/23(月)-9/14(火)で5日間
フェーズⅢ ：9/15(水)-9/17(金)

■対 象：本学 学部生、大学院生
■定 員：15名（予定）※定員超過の場合、受講理由等を

もとに選抜します。

■参加費：無料
■実 施：フェーズⅠ：オンライン

フェースⅡ：対面

フェーズⅢ：オンライン予定

（※）

※オンラインへ変更の可能性
もあります。

https://waseda-edge.jp/event_report_2019?id=20190820
https://waseda-edge.jp/event_report_2020?id=20200819


WASEDA University

4

第1回研修（3日間） インターンシップ（5日間）(予定） 第2回研修(3日間）
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ン
シ
ッ
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へ
の
参
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フェーズⅡ（対面）
8月23日(月)～9月14日(火)で5日間

フェーズⅢ（オンライン予定）
9月15日(水)～9月17日（金）

学生
早稲田大
学
15名

企業
富山県企業

１０名

■1日目：
9:00-10：00

・オリエンテーション
・リーダーシップ振り返り
10：00-17：00予定（終了時間は各チーム次
第）

・BM検証結果発表と
講師からのフィードバック

■2日目：
10:00-15:00

・最終日発表資料作成
・リハーサル・ブラッシュアップ
（15:00以降は各チーム毎に自主リハ）

■3日目：
10:00-12:00

・最終リハーサル
13:00-15:30

・最終発表
＜発表対象＞ インターン先企業幹部、
投資家、講師陣など
16:00-17:30

・プロセスにかかる最終振り返り
（学びの言語化）
・チェックアウト

混
合
チ
ー
ム
形
成

顧
客
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フェーズⅠ（オンライン）
8月18日（水）～20日（金）

■1日目
13：00-14：00

・オリエンテーション
14：00-17：00

・チームビルディング
17：00-18：00

・オンライン懇親会

■2日目：
9:00-9:15

・チェックイン
9:15-16:15

・アイデア創出
16:15-16:30

・リーダーシップ
（16:30以降は各チーム毎に
自主ワークショップ）

■3日目：
9:45-10:00

・チェックイン
10:00-15:00

・第1回ビジネスモデル(BM)
仮説検証プログラム

15:00-15:30

・フェーズⅡに向けて

１．富山県×WASEDA-EDGE  
新規事業創造インターンシップ プログラム 全体像と日程

※実施方法については変更の可能性がございます。
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本講座では、WASEDA-EDGEプログラムにて実施しているビジネスモデル仮説検証プログラム
(BM仮説検証)を基礎にこれまで多摩美術大学、滋賀医科大学と連携し好評だった２つのプログラ
ムを今年度はミックスして１つのプログラムとして開催いたします。

◆参考：2020年実施（終了）概要

＜多摩美術大学×WASEDA-EDGEプログラム連携講座＞
ビジネスアイデアの「表現力」を鍛えよう！
https://waseda-edge.jp/event_detail_2020?id=20200916

＜滋賀医科大学SUMS EDGE-NEXT × 早稲田大学WASEDA-EDGE人材育成プログラム連携講座＞
医療現場のイノベーションに関心のある学生必見！
2020年度 医療特化型ビジネスモデル仮説検証プログラム
https://waseda-edge.jp/event_detail_2020?id=20200905

２. 多摩美術大学・滋賀医科大学×W-EDGE連携
プログラム（仮称）

＜開催概要＞

■日 時：8/24(火)-9/10(金)

（3週間、短期集中型プログラム）

■ 対 象：大学学部生、大学院生

■ 定 員：20名（予定）

※定員超過の場合、受講理由等をもとに選抜します。

■ 参加費：無料

■ 実 施：オンライン

＜受講者の声＞（事後アンケートより抜粋）
・ビジネスモデルの必要性を実感した。違う協力者

に同じ質問しても全く違う答えが出てきて面白
いし、いい商品なら売れるという幻想が打破され
ました。将来的に自分が本気で起業する場合すご
く参考になります。

・突発的にアイディアを生むものかと思い込んでい
たが、社会で一目置かれているような様々なデザ
インも全て分析によるものだと分かった。

・とにかくハードなコンディションを乗り切ったと
思います。またリーンをかなり高いレベルで理
解出来たと思います。

https://waseda-edge.jp/event_detail_2020?id=20200916
https://waseda-edge.jp/event_detail_2020?id=20200905
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２. 多摩美術大学・滋賀医科大学×W-EDGE連携
プログラム（仮称）・日程

日時 時間 内容

8/24(火） 10:00-17:00 チームビルディング、インタビュー方法のレクチャー

8/25(水) 10:00-17:00 医療従事者へのヒアリング、医療機器等の発案演習

8/26(木) 10:00-17:00 アイディエーション①

8/27(金） 10:00-17:00 アイディエーション②

8/28(土） 10:00-17:00 商品価値検証、ビジネスモデル構築

9/8（水） 10:00-17:00 検証結果のレビュー、収益モデル

9/9（木） 10:00-17:00 ピッチ方法（スライドのデザイン等）、アイデア発表

9/10（金） 10:00-17:00 最終発表

※8/29（日）～9/7（火）は、仮説検証インタビュー、プロトタイプ作製などを行います。
※上記の内容は一部変更になる場合がございます。



WASEDA University３．長野県茅野市・諏訪市×Skyward EDGEコンソーシアム
合同プログラム

2019度より、Skyward EDGE コンソーシアムを構成する、滋賀医科大学、東京理科大学、
山形大学、多摩美術大学、早稲田大学の5大学による合同プログラムが始まりました。
今年度は「地域イノベーション」をテーマとし、長野県諏訪市・茅野市と連携し、
公立諏訪東京理科大学を加えた６大学の学生らが力を合わせて、地域活性化につながる
ビジネスアイデアの創出に取り組みます。

今回のワークショップでは、長野県諏訪市・茅野市を対象として、大学、市役所など地
域の多様なステークホルダーと連携し、 With/after コロナ時代における対象地域のあり
方を研究し、先導的な実証実験を⾏う事業のアイデアを発想します。

＜受講者の声＞（事後アンケートより抜粋）

・非常に面白かった。三日全力でその都市のこと
を考える生活を一年間通して何回もやりたく
なった。また、将来本庄市に住んでみたいとい
う思いがでてきた。

・コロナの状況の中で、白熱した議論を⾏え、企
画の作り方を学べた。

・様々な大学の学生と仲良くなり、新しいものを
生み出せることがメリットと感じた。

2020年度オンライン実施模様（埼玉県本庄市）https://waseda-edge.jp/event_report_2020?id=20200826
2019年度実施模様 （山形県飯豊町）https://waseda-edge.jp/event_report_2019?id=20190828

＜開催概要＞

■日 時：8/30（月）-9/1（水）

■ 対 象：本学 学部生、大学院生

■ 定 員：4名

※定員超過の場合、受講理由等をもとに選抜します。

■ 参加費：無料

■ 実 施：オンライン

https://waseda-edge.jp/event_report_2020?id=20200826
https://waseda-edge.jp/event_report_2019?id=20190828
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１．日程：2021年8月30日(月)～9月1日(水)

２．協力：公立諏訪東京理科大学、茅野市、諏訪市

３．公募：５月下旬より参加申込受付開始予定

４．スケジュール（予定）

５．参加者
・滋賀医科大学、東京理科大学、山形大学、多摩美術大学、公立諏訪東京

理科大学、早稲田大学の学生
・自治体職員の方々
・大学教員

6．内容：混合チームを構成し、i.schoolの⼿法を用いて、茅野市・諏訪市の地域活性化
を促すビジネスアイデアを創造します。

７．早稲田大学学生定員： 4名（申込〆切後、書類選考予定）

８．接続環境：ワークショップでは複数のオンラインツールを同時に利用します。
高速かつ安定した通信環境と接続用のパソコンをご自身でご用意くだ
さい。（デザリングによる接続は非推奨です。）

３．長野県茅野市・諏訪市×Skyward EDGEコンソーシアム
合同プログラム

8/30（月） 13:00-18:00 ワークショップ （地域の紹介、未来シナリオの分析、先駆
的大都市近郊地域の事例分析など）

8/31（火） 9:00-16:00（12:00-13:00休憩） アイデア創出ワークショップ

9/ 1 （水） 9:00-16:00（12:00-13:00休憩） アイデア創出ワークショップ、発表とフィードバック
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４．スタンフォード大学d.school講師による、デザイン思考ワークショップ
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WASEDA-EDGE人材育成プログラムは、米国スタンフォード大学d.schoolより講師をお迎えし、
デザイン思考を活用したアイデア創出ワークショップを開催します。d.school は、シリコンバレー
のみならず、世界のイノベーションに影響を与える、デザイン思考の世界的発信地として有名です。
早稲田にいながらデザイン思考の総本山から学べる貴重な機会です。

WASEDA-EDGE Global Talent Development Program welcomes d.school lecturers from Stanford 
University to hold an idea creating workshop, utilizing design thinking* methodology.
d.school aims to create an educational experience that helps people unlock their creative 
possibilities and adapt to the world. It is renowned as a global base for the transmission of 
design thinking that influences innovation not only in Silicon Valley but in the world.
It is an invaluable opportunity to learn from the headquarter of design thinking, while being in 
Waseda.

2020年度オンライン実施報告 https://waseda-edge.jp/event_report_2020?id=20201004

＜Some of the participants' impressions (excerpts)＞

・ The workshop was so interesting and fun. It was more interactive than I thought, and by using 
zoom and Mural was so effective than I thought!
・ My width and directionality of ideas spread a lot! I would use the frameworks I learned in the 
workshop in daily life, and I will figure out many 'why?' and 'how?' in my life. 
・ It was more interesting because I had three professors for one class.
・ This workshop taught me the skills to broaden my perspective and be more creative. I also 
learned that visualization (sketches, prototypes) is a very powerful tool to express my ideas. Thank 
you very much for the great experience!! 

https://waseda-edge.jp/event_report_2020?id=20201004
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４．スタンフォード大学d.school講師による、デザイン思考
ワークショップ・日程他

■Date/Time：
Weekend 1 Sunday, December 12, 8:30am to 1:00pm (Tokyo)
Weekend 2 Saturday , December 18, 8:30am to 1:00pm (Tokyo)

Sunday, December 19, 8:30am to 1:00pm (Tokyo)

■Applicant：Graduate students of Skyward EDGE 
consortium member universities（Shiga University of 
Medical Science, Tokyo University of Science, Yamagata 
University, Tama Art University, Waseda University） and 
working adults.

* Junior and senior undergraduate students with 
strong desire may also apply.

* Faculty (young researchers), among others, are 
subject to negotiation.

■Capacity:40 participants
* If the number of applicants exceeds capacity, 

selection   will be made.

■Participation Fee：Students: Free

■Language：English

※This event will be held online.

■日時：2021年12月12日(日)、18日(土)、
19日(日) 各日8:30～13:00

■対象：大学院生
（強い希望があれば学部3年生以上も

可）。教員（若⼿研究者）等は応相
談。社会人。

■定員：40名程度
※申込多数の場合は選考にて決定

■参加費：学生は無料

■使用言語：英語

■実施：オンライン


