
本プログラムにご関心をお持ちいただきまして、ありがとうございます。ご意見・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせの内容確認後、1-2 営業日以内に担当者よりご連絡差し上げます。
※数日経過した後に返信ない場合、入力いただいたメールアドレスの誤り／事務局回答メールが迷惑メール等に含まれている可能性がございます。ご確認の上、必要
ございましたら再度お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
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全国アントレプレナーシップ
人材育成プログラム
全国アントレプレナーシップ
人材育成プログラム
世界を変える、自分を変える
一歩踏み出す勇気を手に入れてみませんか？
様々な困難や変化に対し、与えられた環境のみならず自ら枠を超えて行
動を起こし新たな価値を生み出していく精神（アントレプレナーシップ）
の醸成を目指すプログラムです。

選べる２コース
１．SDGs、地域の社会課題を本気で考えるためのコース
　　（冬季休暇中3日間集中）2021年12月27日開始
２．新しいチャンスを見つけて課題解決やビジネスに活かす具体的な方法
論を学ぶコース（毎週木曜日約8週間）2021年12月2日開始

お問い合わせ
アントレプレナーシップ人材育成プログラム運営事務局
運営受託者：有限責任監査法人トーマツ
e-mail：entrepreneurship2021@tohmatsu.co.jp　　受付/回答時間：10:00 ～17:00 （土日祝日・年末年始を除く）

新たなウイルスによる感染症の流行や大規模災害、急速なテクノロジーの進展など、大きな課題や困難、
急速な社会環境の変化が生じています。また、SDGs 目標や脱炭素社会の実現、巨大な富の偏在化への対
応等の複雑で一筋縄では解決できないグローバル課題への対応が求められています。
このような状況下、様々な困難や変化に対し、与えられた環境のみならず自ら枠を超えて行動を起こし
新たな価値を生み出していく精神（アントレプレナーシップ）
を育むことが重要です。
以上のような背景に踏まえ、文部科学省では、全国の大学生・
大学院生を対象としたオンライン形式でのアントレプレナー
シップ人材育成プログラムを試行的に実施し、全国の大学生・
大学院生のアントレプレナーシップの醸成を目指しています。

本プログラム受講を通じて、以下のようなスキルの獲得・学びを得ることができます。
　◆ 自ら課題を認識し、解決しようとする力
　◆ 課題設定の手法
　◆ 課題解決に向けたアイデア創出法、デザイン思考
　◆ スタートアップに関する理解
　◆ 顧客インタビューの手法
　◆ ビジネスプラン作成の手法

募 集 要 項

背景・事業紹介

プログラム内容

期待される成果

受講修了証を発行
【発行条件】　　　　　全ての講義、グループワークに参加した受講者　　　　　　全ての講義、グループワークに参加した受講者
※本プログラムは令和３年度「アントレプレナーシップ人材の裾野拡大に向けたプラットフォーム形成に係る調査分析等業務」の一環として、全国の大学生を対象
とした、オンライン形式でのアントレプレナーシップ人材育成プログラムを試行的に実施し、実施上の課題点や成果を調査・分析し、全国の大学等にフィードバッ
クすることで、大学等におけるアントレプレナーシップ教育の取組の改善等に活用してもらうことを目的としています。

コース１ コース2

開催期間

募集人数

募集対象

受講料金

受講内容

受講資格

開催場所

受講時間

応募受付期間

選考結果の通知

2021年 12月 2日～ 2022年 1月（予定）

【コース１】最大 200名、【コース２】最大 800名
※両プログラムの受講も可能です。
※応募者多数の場合、受講できない場合がございます。お早めに申し込みください。
大学生・大学院生（社会人学生を含む。）

無料（ただし、通信費等は自己負担となります。）

原則、全てのプログラムはオンラインで実施（ただし、大学の協力が得られた場合、
一部オフライン実施の会場が設定される場合があります。）

特になし。学部・専攻を問わずご応募いただけます。

オンライン会議ツールZOOM、
オンラインコミュニケーションツール Teams を使用予定

上記のコース各回の開催時間とは別に、プログラム内容によって
個別グループワーク等＋αの時間投入が必要
2021年 11月 24日（水）17時
応募フォームをご記入の上、期間内に登録を完了ください。

応募後１週間程度を目処に、受講の可否に関わらず、
結果をメールにてお伝えします。

全国アントレプレナーシップ人材育成プログラム（以下、本プログラム）では下記２つのコースを開催いたします。　

公式HPはこちら

https://entrepreneurship-2021.mext.go.jp/https://entrepreneurship-2021.mext.go.jp/

神戸大学

鶴田 宏樹1

プログラム内容
コース１：SDGs、地域の社会課題を本気で考える

ためのコース
■概要
起業への挑戦も含め、複雑な社会の課題に立ち向かい、これからの人
生を生き抜くためのスキルと考え方を身に着ける３日間のプログラム
です。
具体的には、デザイン思考、システム思考、論理的思考、複眼的問題
認識を学び、グループワークでの実践で身に着けます。
■対象：大学生・大学院生
・SDGs目標などの社会が抱える問題に関心のある方
・複雑な社会課題を紐解く力、解決策を考える力を身に着けたい方
■宿題
・授業前にオンデマンド講義視聴の事前宿題（15分×５本程度を想定）イントロダクション問題設定、問題分析チームビルディング

第 1回 12/27（月）13時 20分～ 14時 50分

課題設定とブラッシュアップ
第２回 12/27（月）15時 10分～ 16時 40分

ソリューションアイデア創出
ブレインストーミング

第３回 1/5（水）13時 20分～ 14時 50分

価値定義
第４回 1/5（水）15時 10分～ 16時 40分

社会的価値と経済的価値
第５回 1/8（土）13時 20分～ 14時 50分

発表（一部）・講評クロージング
第６回 1/8（土）15時 10分～ 16時 40分

東京大学

馬田 隆明2
コース２：新しいチャンスを見つけて課題解決やビジ

ネスに活かす具体的な方法論を学ぶコース
■概要
新しいチャンスを見つけて活かしていくための具体的な方法論を、
ビジネスでの起業という文脈に即しながら身に着けることができます。
特に今後のキャリアの中で新規事業や起業に携わりたい人や、新しい
何かを始めて社会の役に立ちたい人が、そのための基本的な考え方を
学ぶことにこの講義を使っていただければと思います。
■対象：大学生・大学院生
・ビジネスに限らず、今後新しいことを始めようという方
■宿題
・動画視聴とワークの一部が宿題
　（一回当たり30分から50分程度を想定）ガイダンス、スタートアップとは何か、アイデアと仮説

第 1回 12/2（木）19時 00分～ 20時 30分

Group Work #1
サーベイの結果共有、仮説検証の考え方と顧客インタビュー

第２回 12/9（木）19時 00分～ 20時 30分

Group Work #1
ピッチ準備、トラクションを得る

第３回 12/16（木）19時 00分～ 20時 30分

Group Work #1
ピッチと相互評価、チームでの振り返り

第４回 12/23（木）19時 00分～ 20時 30分

振り返りレポートの共有、価値（課題と解決策）
第５回 1/6（木）19時 00分～ 20時 30分

Group Work #2
チームでアイデア共有・決定
（場合によっては一部の大学でオフライン会場も設定する可能性あり）

第６回 1/13（木）19時 00分～ 20時 30分

Group Work #2
第 7回 1/20（木）19時 00分～ 20時 30分

Group Work #2
ピッチとオンラインでの振り返り
（場合によっては一部の大学でオフライン会場も設定する可能性あり）

第 8回 1/27（木）19時 00分～ 20時 30分

プログラム設計・運営教員

阿部 晃
ABE Akinari

雄勝町の雄勝地区を
考える会/構成員

石田 祐
ISHIDA Yu

宮崎大学
事業構想学群/教授

金井 純子
KANAI Junko

徳島大学
理工学部 /助教

加藤 知愛
KATOH Tomoe

北海道大学
公共政策大学院/研究員

祇園 景子
GION Keiko

神戸大学
V.School/准教授

北岡 和義
KITAOKA Kazuyoshi

徳島大学　教養教育院
イノベーション教育分野/准教授

武田 浩太郎
TAKEDA Kotaro

東北大学大学院
工学研究科/講師/URA

鶴田 宏樹
TSURUTA Hiroki

神戸大学
V.School/准教授

三上 淳
MIKAMI Jun

小樽商科大学
商学研究科/学術研究員

友渕 貴之
TOMOBUCHI Takayuki

宮崎大学
事業構想学群/助授
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