～山形大学 EDGE-NEXT 人材育成プログラム～
2020年度 起業家育成プログラム（ベーシックコース）
＜プログラム要項＞
■プログラム概要（目的）：
アントレプレナー（起業家）として事業化・起業化を体現するのに必要な精神：マインドセットとビジネスに必要な基本的な
知識：スキルセットを外部講師による講義、グループワーク、ディスカッション、プレゼンテーションと通して、「学習」「発想」
「交流」「発信」「競争」の要素を全体的に盛り込んでおり、起業家精神を育成しながら、自分のアイディアや考えを具現化
（事業化）するプログラムです。 さらに2020年度は、世界のMBAスクールの中で高評価のColumbia Business School(CBS)
と山形大学が連携した“Venture for All & EDGE-NEXT” プログラムを実現し、世界トップクラスのMBAクラスで使用してる
プログラムをEDGE-NEXTの中で受講できます。

■開催日時：
月２回 （土曜日：１１：００ ～ １６：４５） 全１６回開催
※詳細日程は、調整中です。 決定次第、ホームページに掲載いたします。

■開催会場：
山形大学 小白川キャンパス 基盤教育３号館 ３１２教室 他 （予定）

■受講料：
学生：無料、 社会人 ５０万円/人（通期）
※支払方法：受講年度の4月以降に大学よりご請求書を別途お送りします。

■講師紹介：
小野寺 忠司： 塾長：プログラム責任者
廣川 克也 氏： メインコーディネーター： 講義、グループワーク、ディスカッション、メンタリング担当
戸田 達昭 氏： コーディネーター： 講義、ディスカッション、メンタリング担当

小野寺 忠司 （おのでら ただし）
山形大学 国際事業化研究センター・有機材料システム事業創出センター センター長
1982年米沢日本電気㈱入社。2012年NECレノボジャパングループ NECパーソナルコンピュータ㈱執行
役員兼米沢事業所責任者、兼Lenovo Executive Director就任。2017年3月NECパーソナルコンピュタ
㈱退職、同4月山形大学教授、国際事業化研究センター長就任。2018年6月より有機材料システム事
業創出センター長を兼務。

廣川 克也 （ひろかわ かつや） 氏
慶応義塾大学 湘南藤沢キャンパス SFCフォーラム 事務局長
1993年上智大学経済学部卒業。同年住友銀行入行。1998年通商産業省出向。
2012年より財団法人SFCフォーラム設立、事務局長就任。2017年よりSFCフォーラムファンド ファンド
マネージャー就任。ビジネスコンテストのアドバイザーとしても活躍。

戸田 達昭 （とだ たつあき） 氏
シナプテック㈱ 代表取締役
山梨大学在学中に山梨県初の学生起業家となり、卒業後山梨にベンチャー企業を設立。第6期中央
教育審議会生涯学習分科会委員をはじめ、教育関連機関や地域市民団体の代表や委員を務める。
山梨県を中心に起業・創業支援のアクセラレーターとしても活動中。

問
合
せ
先

山形大学 国際事業化研究センター
〒992-8510 山形県米沢市城南四丁目3-16
TEL : 0238-26-3480 FAX : 0238-26-3633
E-mail: yu-edge@yz.yamagata-u.ac.jp
HP
: http://yu-edge.yz.yamagata-u.ac.jp/

山形大学 EDGE-NEXT information
https://www.facebook.com/groups/
YUEDGENEXT.info/

山形×学生情報@ヤマガタ未来ラボ編集部
https://mobile.twitter.com/yamagatagakusei

■講師陣紹介（予定）
E D G E - N E X T

講 師

山形大学 教授
国際事業化研究センター長
有機材料システム事業創出センター長

担 当 講 義

7-1：オーセンティックリーダーシップ
15-3：失敗大賞

小野寺 忠司
山形大学 客員准教授
慶応義塾大学 湘南藤沢キャンパス
SFCフォーラム 事務局長

3-1：魅力的な事業計画
6-1：儲けのカラクリ
14-1：事業戦略と企業価値

廣川 克也 氏
山形大学 客員准教授
シナプテック㈱ 代表取締役
起業家、元中央教育審議会委員

6-3：地域で事業を作る、事業を地域で作る

戸田 達昭 氏
慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス
インキュベーション マネージャー

4-1：チームとコミュニケーション

上田 将史 氏
外資系大手IT企業

澤 円

5-1：人を動かすプレゼンテーション

氏

山形大学工学部 招聘講師
㈱Just on time 代表取締役社長
㈱next is east 代表取締役社長

8-1：Idea, Passion, Start with WHY

マンジョット・ベディ 氏
（公社）日本マーケティング協会 研究開発局長
エグゼクティブコンサルタント
元㈱電通EYE 常務取締役、 元㈱電通東日本 取締役

10-1：マーケティングの最前線

白根 有一 氏
明倫国際法律事務所
弁護士・弁理士

11-1：実践的知的所有権活用術

田中 雅敏 氏
プラナンド
コミュニケーションプランナー

12-1：デザインとブランディング

佐藤 成美 氏
山形大学 客員教授
みやこキャピタル㈱ 代表取締役
元JAFCO Ventures President & CEO

15-1：資金調達

菅谷 常三郎 氏
山形大学 客員准教授
Lenovo Executive Director
戦略的投資組織のエグゼグティブディレクター

16-1：グローバル戦略

川島 健一 氏
V e n t u r e

f o r

A l l

講 師

Instructor, Venture For All®
IEG Global Association General Manager

菅生 達仁

氏

担 当 講 義
3-3：課題とアイディエーション
7-3：ベスト起業チーム作り
10-3：顧客インサイト
12-3：キャンペーンプロモーション
14-3：競合分析

～山形大学 EDGE-NEXT 人材育成プログラム～
起業家育成プログラム（ベーシックコース） 日程表（調整中）
日 時

内 容

講 師

第1回

会場：基盤3号館312教室

1-1.キックオフ： 基調講演、カリキュラム説明

小野寺 忠司、菅生 達仁 氏

1-2.講義： check-in & ice-break（個人目標設定）
1-3.講義： 1-2.続き

廣川 克也 氏

第2回

会場：基盤3号館312教室

2-1.講義： コーディネーター発表＆パネルディスカッション

廣川 克也 氏

2-2.発表： 個人事業アイデア発表

廣川 克也 氏

2-3. Gr.W： チームビルディング

廣川 克也 氏

第3回

会場：基盤3号館312教室

3-1.講義： 魅力的な事業計画

廣川 克也 氏

3-2.Gr.W： アイディア整理＋メンタリング

廣川 克也 氏

3-3.VFA： 課題とアイディエーション
第4回
4-1.講義： チームとコミュニケーション
4-2.Gr.W： ディスカッション： ケーススタディ 「宇宙船α号」
4-3.Gr.W： 4-2.続き

第5回
5-1.講演： 人を動かすプレゼンテーション

Instructor, Venture For All®

菅生 達仁 氏
会場：基盤3号館312教室
SFC インキュベーションマネージャー

上田 将史 氏
廣川 克也 氏

会場：基盤3号館312教室
外資系大手IT企業

澤 円氏

5-2.Gr.W： アイディア整理、計画立案 +メンタリング

廣川 克也 氏

5-3.発表： 中間発表 + ブラッシュアップ

廣川 克也 氏

第6回

会場：基盤3号館312教室

6-1.講義： 儲けのカラクリ

廣川 克也 氏

6-2.Gr.W： 起業家講演＋パネルディスカッション

起業家3名、 廣川 克也 氏

6-3.講義： 地域で事業を作る、事業を地域で作る

戸田 達昭 氏

第7回

会場：基盤3号館312教室

7-1.講義： オーセンティックリーダーシップ

小野寺 忠司

7-2.Gr.W： アイディア整理、計画立案 +メンタリング

廣川 克也 氏

7-3.VFA： ベスト起業チーム作り

Instructor, Venture For All®

菅生 達仁 氏

第8回

会場：基盤3号館312教室

8-1.講演： Idea, Passion, Start with WHY

㈱Just on time/㈱next is east
代表取締役社長

マンジョット・ベディ 氏
8-2.発表： 最終発表

廣川 克也 氏

8-3.講義： まとめ take-away

廣川 克也 氏

～山形大学 EDGE-NEXT 人材育成プログラム～
起業家育成プログラム（ベーシックコース） 日程表（調整中）
日 時

内 容
第9回

講 師
会場：基盤3号館312教室

9-1.講演： 特別講演
9-2.Gr.W： アントレプレナーシップ、メンターシップとは何か

9-3.Gr.W： 9-2.続き

廣川 克也 氏

第10回

会場：基盤3号館312教室

10-1.講演： マーケティングの最前線

(公財)日本マーケティング協会
研究開発局長

白根 有一 氏
10-2.Gr.W： アイディア整理、計画立案＋メンタリング
10-3.VFA： 顧客インサイト
第11回
11-1.講演： 実践的知的財産活用術
11-2.Gr.W： 経営者講演＋パネルディスカッション

廣川 克也 氏
Instructor, Venture For All®

菅生 達仁 氏
会場：基盤3号館312教室
明倫国際法律事務所 弁護士・弁理士

田中 雅敏 氏

11-3.Gr.W： 11-2続き

経営者3名
廣川 克也 氏

第12回

会場：基盤3号館312教室

12-1.講演： デザインとブランディング
12-2.発表： 中間発表
12-3.VFA： キャンペーンプロモーション

ﾌﾟﾗﾅﾝﾄﾞ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾌﾟﾗﾝﾅｰ

佐藤 成美 氏
廣川 克也 氏
Instructor, Venture For All®

菅生 達仁 氏

第13回

会場：基盤3号館312教室

13-1.発表： プレゼンテーションの進化

廣川 克也 氏

13-2.Gr.W： ケースディスカッション「株式会社いろどり」

13-3.Gr.W： 13-2.続き

廣川 克也 氏

第14回

会場：基盤3号館312教室

14-1.講義： 事業戦略と企業価値

廣川 克也 氏

14-2.Gr.W： ビジネスプランブラッシュアップ +メンタリング

廣川 克也 氏

14-3.VFA： 競合分析
第15回
15-1.講演： 資金調達

Instructor, Venture For All®

菅生 達仁 氏
会場：未定
みやこキャピタル 代表取締役

菅谷 常三郎 氏

15-2.講義： パネルディスカッション

廣川 克也 氏

15-3.講義： 失敗大賞

小野寺 忠司

第16回

会場：基盤3号館312教室

16-1.講演： グローバル戦略

Lenovo Executive Director

川島 健一 氏

16-2.発表： 最終発表

廣川 克也 氏

16-3.講義： まとめ Take Away

廣川 克也 氏

