アントレプレナーシップ グローカルワークショップ研修
目的： 文部科学省から平成 29 年度より実施した次世代アントレプレナーシップ育成事業（EDGE-NEXT）の採択を受け、名古
屋大学・豊橋技術科学大学・名古屋工業大学・岐阜大学・三重大学は、アントレプレナーシップ教育（Tongali プロジェクト）を実
施しています。起業家、イノベーターを目指している東海地区学生と世界各国からの留学生が東海地区の社会的課題や、同地区の
企業課題について、それを解決する事業計画をチームで提案します。国際的視点に立って起業家精神を実践的に学べ、かつ、東海地
区の企業や地域の方と交流を深めるよい機会となります。
主催：Tongali プロジェクト（東海地区産学連携大学コンソーシアム
共催：おいでん・さんそんセンター、株式会社デンソー、One JAPAN 東海
日程：2018 年９月７日 ～ 2018 年９月 1３日（７日間）
研修場所: 名古屋市近郊・豊田市
応募資格：東海地域（大阪大学を含む）の留学生・学生・大学院生・ポストドクター
国際的な視点を持ち、地方や企業の課題解決に取り組み、事業計画の提案を実践を通して学びたい人
多様な考え方を受け入れ、適応し、チームの一員としてコミュニケーションを通して人間関係を築ける人
事前研修に参加でき、期間中全行程に参加できる人
研修内容 アントレプレナーシップ グローカル ワークショップ(企業課題、地域課題のどちらか一方のみの参加も選択可能)
・

事前研修（2 回程度、夏季休暇前）

・

9 月 7 日（金）― 9 月 9 日（日）（名古屋市近郊企業（株式会社デンソーなど）における課題の取り組み）
時間

活動内容

宿泊場所

9/７ (金) 午前

デンソーでブリーフィング研修

名古屋市

9/７ (金) 午後

現場視察：デンソーギャラリー見学。事業課題説明。

9/８ (土) 午前

One Japan 東海メンバーと共同で事業アイディア創造実践。

名古屋市

9/９ (日) 午前

チーム分け・事業計画を考える。

名古屋市

9/９ (日) 午後

事業計画の発表。

9/８ (土) 午後

・

9 月１０日（月）― 9 月１２日（水）（豊田市 おいでん・さんそんセンターを中心としたでの地域課題の取り組み）
時間

活動内容

宿泊場所

9/10 (月) 午前

大田町に移動。町全体のことについての説明。

豊田市

9/10 (月) 午後

現場視察①：農園・木の駅・さくら村など林・農業関連

9/11 (火) 午前

現場視察②：山恵・山里カフェ Mui など

9/11 (火) 午後

現場視察③：足助病院などモビリティ関連

豊田市

チーム分け・事業計画を考える。
9/12 (水) 午前

事業計画を考える。

9/12 (水) 午後

事業計画の発表。名古屋市へ移動。

・

9 月 13 日（木）名古屋大学で研修結果・事業計画の発表

・

11 月に開催されるアイディアピッチコンテストへの出場

研修言語 英語と日本語

名古屋市

プログラムからの支援経費：
(1) プログラムの企画・実施経費（参加費無料）
(2) プログラム期間中の交通費及び滞在費（期間中保険料、名古屋市内移動費、食費は自費 名古屋近郊に自宅がある場合
は、名古屋市で実施する期間中は宿泊場所の提供なし）
申請方法 申請者が、申請書をホームページから提出する。
申請期間 平成 30 年６月 6 日 ～ ６月 22 日
募集人員 10 名前後
選考方法 応募者多数の場合、書類選考後、必要あれば面談し、決定する。
参考 HP おいでん・さんそんセンター http://www.oiden-sanson.com/
DENSO https://www.denso.com/jp/ja/
One JAPAN https://ja-jp.facebook.com/one.japan.org/

募集に対する問い合わせ先
Tongali プロジェクト事務局
〒464-8601 名古屋市千種区不老町
TEL：052-747-6476

e-mail：kokusai-jinzai-event@aip.nagoya-u.ac.jp

Entrepreneurship Glocal Workshop
Nagoya University, Toyohashi University of Technology, Nagoya Institute of Technology, Gifu University, and Mie University
were selected by MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan) to implement EDGE-NEXT
(Exploration and Development of Global Entrepreneurship for NEXT generation) program and carrying out entrepreneurship
education and supports program since 2017. This is a practical entrepreneurship spirit learning workshop. During the
program, students from different countries who would like to be an entrepreneurs or innovators will work on social issues
in Tokai region or issues within a company in a team and come up with innovative – international perspective solutions or
new business ideas. This will be one of the great opportunity to learn company and having deep interaction with local people.
We are waiting your applications!
Organizer: Tongali Project (University Consortium for Industry - University Collaboration in Tokai Area)
Co-Organizer: Oiden Sanson center, DENSO, One JAPAN Tokai
Program Schedule: September 7 - 13, 2018 (7 days)
Venue: Nagoya Neighborhood and Toyota city
Eligibility: International students, University students, Graduate students and Postdoctoral fellows from University in Tokai
region including Osaka University
-

Those who have willingness to learn practically and challenge to solve problems in rural areas and in companies with
international perspective

-

Those who can accept different ideas and build communication and relationships as a member of the team

-

Those who can participate in the training before the workshop

Contents of Entrepreneurship Glocal Workshop:
-

Training prior the workshop (Twice, before summer vacation)

-

7 Sep (Fri) - 9 Sep (Sun) (Workshop with some Companies in close from Nagoya-city)
Time

Activity

Accommod
ation

9/７ (Fri) Morning

Briefing at DENSO

@Nagoya

9/７ (Fri) Afternoon

DENSO Gallery site visit and problem-solving work 1

city

9/８ (Sat) Morning

Problem-solving work 2 with One Japan member

@Nagoya
city

9/８ (Sat) Afternoon

-

9/９ (Sun) Morning

Making team and creating business plan

@Nagoya

9/９ (Sun) Afternoon

Presentation on business plan

city

10 Sep (Mon) – 12 Sep (Wed) (Workshop with a small community in Toyota-city)
Time

Activity

Accommod
ation

9/10 (Mon) Morning

Moving to Ota-cho and briefing

@Toyota

9/10 (Mon) Afternoon

Site visit ① ： Farm, Tree station Sakura-mura etc.

city

agriculture, forestry related sites
9/11 (Tue) Morning

Site visit ②：game processing facility, cafe etc.

@Toyota

9/11 (Tue) Afternoon

Site visit ③ ： Mobility related sites such as Asuke

city

Hospital, then making team and creating business plan
9/12 (Wed) Morning

Team work

@Nagoya

9/12 (Wed) Afternoon

Presentation on business plan/ going back to Nagoya

city

-

13 Sep (Thu) Presentations at Nagoya University
Presentation at idea-pitch contest at Nagoya University in November

Supports from the program:
(1) Program planning and implementation expenses (free registration)
(2) Transportation and accommodation expenses (especially 10, 11 Sep ) during the program period (Insurance,
Transportation fee in Nagoya city and food is not included. If applicants have own place close from Nagoya city,
accommodation is not provided for 7-9 and 12 Sep. )

Language : English and Japanese
Application: Submit application form via website.
Application period: June 4 – 22, 2018
Number of recruitment: 10 people
Selection: Screening documents and interview
HP

Oiden Sanson Center http://www.oiden-sanson.com/
DENSO https://www.denso.com/jp/ja/
One JAPAN https://ja-jp.facebook.com/one.japan.org/

Contact:
Tongali Project Secretariat
Address: 302 NIC, Furo-cho, chikusa-ku, Nagoya 474-8601
TEL: 052-747-6476 e-mail: kokusai-jinzai-event@aip.nagoya-u.ac.jp

