シンポジウム

主催：WASEDA-EDGE 人材育成プログラム

アントレプレナーシップ教育と

アントレプレナー養成への挑戦
2018年3月19日（月）
協力

9:30～18:00（終了後、交流会を開催）

▪文部科学省
《EDGE-NEXTコンソーシアム》
▪“EARTH on EDGE”～東北・北海道からの起業復興～
（Global Tech EDGE NEXT）
▪産官学グローバル連携によるEDGE NEXTプログラム
▪Tokai-EDGE（Tongali）
プログラム
▪多様性と創造的協働に基づくアントレプレナー育成プログラム
（IDEA:Innovation x Diversity x Entrepreneurship Education Alliance）
▪EDGE-NEXT 人材育成のための共創エコシステムの形成（Skyward EDGE）
▪大阪大学 ▪東京工業大学 ▪慶應義塾大学大学院 ▪東京農工大学
▪（一財）大川ドリーム基金 ▪（一社）
日本社会イノベーションセンター
▪e.lab ▪TOKYO創業ステーション ▪株式会社ロフトワーク

早稲田大学国際会議場
開催趣旨

プログラム概要

プレナー育成事業
（EDGE-NEXT）
がスタートい
たしました。本事業はこれまで各地の大学で取り
組まれてきたアントレプレナー教育で得られた成
果や課題を踏まえて、大学等の研究開発成果
の育成、関係者・関係機関によるベンチャー・エ
コシステムの構築を目的としています。
本シンポジウムではEDGE-NEXT採択コ
ンソーシアム、他のアントレプレナー教育実施
機関との交流・意見交換を行い、
これからのア
ントレプレナーシップ教育およびアントレプレ
ナー養成について議論します。
申し込み方法

1
2
3

9:30～9:35
9:35～9:45
9:45～10:45

10:45～10:55
4 10:55～12:10
12:10～13:10
5 13:10～14:40
6 14:40～15:55
7 15:55～17:25
8 17:25～17:45
9 17:45～17:55
10 17:55～18:00
交流会 18:30～20:00
午後の部

を基にした起業や新事業創出に挑戦する人材

午前の部

平成29年度より文部科学省 次世代アントレ

主催者挨拶 鎌田 薫（早稲田大学 総長）
文部科学省挨拶
基調講演
山川 恭弘（Babson College, Associate Professor of Entrepreneurship（起業学准教授））
休憩
EDGE-NEXT各コンソーシアムの取組発表
昼食休憩
受講生、
教育機関プレゼン
ポスターセッション
パネルディスカッション
ビジネスアイデア表彰
取組みに対するコメント
閉会挨拶 髙田 祥三（早稲田大学 理工学術院 教授、WASEDA-EDGE人材育成プログラム実行委員長）
参加費 2,000円

最 新 情 報 は HP で !

Skyward EDGE Consortium～人材育成のための共創エコシステムの形成～ホームページ

http://waseda-edge.jp/ より事前登録
WEBSITE
Facebook

http://www.waseda-edge.jp/
https://www.facebook.com/wasedaedge

本シンポジウムは、文部科学省補助事業「平成29年度次世代アントレプレナー育成事業
（EDGE-NEXT）」により実施するものです。

CONTENT

実施内容

司

午前の部

1

会

朝日 透（早稲田大学

理工学術院 教授、WASEDA-EDGE人材育成プログラム事務局長）

9:30～9:35

主催者挨拶 鎌田 薫（早稲田大学 総長）

2

9:35～9:45

文部科学省挨拶

3

9:45～10:45

基調講演 山川 恭弘（Babson College, Associate Professor of Entrepreneurship（起業学准教授））

10:45～10:55 休憩
4

10:55～12:10 EDGE-NEXT各コンソーシアムの取組発表
12:10～13:10 昼食休憩
13:10～14:40 受講生、
教育機関プレゼン

6

14:40～15:55 ポスターセッション ショートプレゼン及びポスターセッションでの受講者によるビジネスアイデア発表に対しては審査を実施します。

7

15:55～17:25 パネルディスカッション「アントレプレナーシップ教育とアントレプレナー養成への挑戦～これまでとこれから～」
パ ネ リ スト 白坂 成功 氏（慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授）
兼松 泰男 氏（大阪大学 産学共創本部 教授）
齊藤 滋規 氏（東京工業大学 環境・社会理工学院 教授）
各務 茂夫 氏（東京大学 教授、産学協創推進本部 イノベーション推進部長）
堀井 秀之 氏（一般社団法人日本社会イノベーションセンター 代表理事）
谷川 徹 氏（e.lab（イーラボ：Entrepreneurship Laboratory）
代表）
モデレーター 島岡 未来子（早稲田大学 研究戦略センター 准教授、WASEDA-EDGE人材育成プログラム 事務局長代行）

8

17:25～17:45 ビジネスアイデア表彰

9

17:45～17:55 取組みに対するコメント

午後の部

5

ショートプレゼン１（教育に関する取り組み）
ショートプレゼン2（受講者によるビジネスアイデア）

10 17:55～18:00 閉会挨拶 髙田 祥三（早稲田大学 理工学術院 教授、WASEDA-EDGE人材育成プログラム 実行委員長）
交流会 18:30～20:00 参加費 2,000円

INVITED SPEAKERS

PRESENTENS

講師略歴

ショートプレゼン 1・ポスターセッション

慶應義塾大学法学部卒業後、
Peter F. Drucker Graduate
School of Managementにて
MBA（経営戦略論）
を取得。起業
学博士
（University of Texas at
Dallas）
。
博士課程進学前に10年間日本の
電力・通信業界にて、大企業での
新規事業開発やスタートアップの
設立等に従事した経験を持つ。
9年間に渡りバブソン大学にて起
業学、経営戦略及び国際ビジネス
の分野で教鞭をとる。

アントレプレナー教育やアントレプレナー養成を実施する機関が、
取組を紹介します。
〈 発表者例 〉

ACCESS

▪東京農工大学 ▪Hult Prize
▪TOKYO創業ステーション など

ショートプレゼン 2・ポスターセッション
アントレプレナーシップ教育やアントレプレナー養成講座受講生が、
受講による学びや自身のビジネスアイデア・プランに関して発表します。
〈 発表者例 〉

山川 恭弘 氏

プレゼン

▪Beyond 2020 NEXT project など

※ショートプレゼンの内容はポスター発表内容に関しての発表となります。
ショートプレゼンを聞いて気になった発表は、
ぜひポスターセッションで詳細をご覧い
ただき、発表者と交流いただければ幸いです。

Babson College, Associate Professor of
Entrepreneurship（起業学准教授）

会場・交通アクセス
面影橋駅

会場

都電 早稲田駅

早稲田大学国際会議場

〒169－8050 東京都新宿区西早稲田1-20-14
早稲田大学総合学術情報センター１階

交通アクセス情報

●地下鉄東西線

早稲田駅より 徒歩10分

●都電荒川線

早稲田駅より 徒歩 2分

早稲田大学国際会議場
北門

早稲田通郵便局

西早稲田バス停

早稲田大学 早稲田キャンパス
正門
南門

書店

早

稲

田

通
り

大隈重信
銅像

穴八幡宮

東京メトロ副都心線
西早稲田駅

大隈講堂

馬場下交番

コンビニ

そば店

地下鉄出口3b

東京メトロ東西線
早稲田駅

至飯田橋

●高田馬場駅より早大正門行きバス
「西早稲田」停留所下車 徒歩3分

中央図書館

明治通り

※早稲田大学中央図書館と同じ場所です。

N

新目白通り

