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産学連携によるアントレプレナーシップ醸成
教育プログラム2022
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【自分の人生を主体的に生きる力】

自律型キャリア
（起業・就職等）

アントレプレナーシップ
【社会】

・新たな価値創造

・起業家精神

・果敢に取り組んでいく

・リスクをとる

・新たな発想

キャリア
【個人】

・アイデンティティ

・ビジネス資本

・社会関係資本

・経済資本

・アダプタビリティ
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長期的に必要な力 特定の業界スキル

①アントレプレナーシップ

②疑問をもつ力（課題設定力）

③既知と既知の組み合わせ

④計画して動く実行・実験力

⑤レジリエンス

⑥ネットワーク力

アカデミーで醸成するスキル︕

業務を遂行するうえで必要な力＞
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起業プログラムの目的

起業という手段を通じて夢や志を育む

１

起業のプロセスを
学んでもらうこと

・目標や実現したいことを考える

・サービスを作る難しさや楽しさを体験する

・お金を稼ぐことの難しさを知る

２

主体的に取り組む体験
をしてもらうこと

・自らの考えや実現したいことを発信していく

・同じ志をもつ仲間を集める

・メンターにアドバイスをもらう
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起業プログラム課題

１

自分で作ることができない ・プログラミング講座を夏季集中で行う

２

趣味の領域から出ない ・働くこと、ビジネスに関するインプットセミナー

３

仲間を作れない ・起業したい学生と支援したい学生の交流イベント

・チームビルディングワークショップ
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イノベーションキャンプ 8/5（金）〜8/7（日） イノベーションキャンプ（コース別）

事業開発 6月中旬 新規事業の作り方・働くとは？

アイディエーション 5/22（日） アイディエーションセミナー

起業プログラム受付 6/5（日）〜6/26（日） イノベーションキャンプ受付開始

交流ピッチ 6/19（日） アイデアのある人と協力したい人のマッチング

起業プログラム2022 スケジュール

顧客開発 7/3（日） カスタマーサクセス＆インタビュー設計

イノベーションキャンプ
事前講座

6/5（日）
10：00〜13：00

プレイノキャン（過去参加者主催）

継続メンバー 8/7（日）〜9/16（金） 週1メンタリング・プログラミング・モック作成

最終発表 9/16（金） DEMO DAY



時間 8月5日（金） 時間 8月6日（土） 時間 8月7日（日）

9：40 学生集合 9：40 学生集合

10：00 プレゼン資料作成10：00 説明＆自己紹介 10：00 メンター様ご紹介

10：20 チームビルディング
10：30 学生ピッチ（5分）ピッチ3

分×2分フィードバック12：00 休憩 11：50 資料提出

13：00 学生ピッチ（10分）
ピッチ5分×5分フィードバック

12：00 休憩 12：00 休憩

13：00 メンタリング開始
40分×7セット

13：00 学生最終ピッチ
5分×2分フィードバック

17：00 ブラッシュアップ 16：30 審査

18：00 終了 19：00 終了 17：00 継続メンタリング学生決定

22：00 教室閉室 22：00 教室閉室 18：00 終了

イノベーションキャンプ2022（予定）
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登壇者情報
大学名 学部 学

年 サービス内容

関西大学
システム理工学部
社会学部
化学生命工学部

2
4
1

伸びスポ〜小学生低学年対象スポーツサービス〜

同志社大学 理工学部 １ 釣りテク〜釣り初心者のお悩み解決〜

関西大学 総合情報学部 1 Yasuku〜小売業の食品廃棄を減らす〜

関西学院大学 工学部 1 プラスチックゴミを資源にする事業

法政大学
関西大学

人間環境学部
システム理工学部 3 ブギウギ浪漫〜ゼロ・ウェイストを実現するシェアキッチン〜

関西大学 法学部 1 知的障がい者向けのコミュニケーションサービス

立命館大学 食マネジメント学部 2
2 FoodFul〜 乳幼児を育てるママのお悩み解決〜

関西大学 社会安全学部 2
2 『サブリミナル防災』〜日常の防災サービス〜

関西大学 政策創造学部 1 『K-up!』 CtoCの韓国語学習アプリ

9月17日 最終ピッチ登壇者9組14名の発表
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登壇者情報
大学名 学部 学

年 サービス内容

関西大学
システム理工学部
社会学部
化学生命工学部

2
4
1

インスタ運用
就職
長期インターンシップ

同志社大学 理工学部 １ サービス継続中

関西大学 総合情報学部 1 サービス継続中

関西学院大学 工学部 1 関西学院大学の起業プログラム受講

法政大学
関西大学

人間環境学部
システム理工学部 3 就職活動中

関西大学 法学部 1 インターンシップ応募

立命館大学 食マネジメント学部 2
2 法人登記

関西大学 社会安全学部 2
2

経営者セミナー
長期インターンシップ

関西大学 政策創造学部 1 法人登記

9月17日 最終ピッチ登壇者9組14名の発表
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①本気で起業する人・チームに総額100万円の補助

②事業創造の専門家によるアドバイス、実践的なノウハウを提供
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政策創造学部 1年 経済学部 1年
経済学部 1年 システム理工学部 1年



野菜に触れる機会の提供

⽴命館⼤学 ⾷マネジメント学部 2年⽣

12



⼀⽣に⼀度の思い出を

幼児向け
⾷ブランド

foodful+ が⼿がける
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協賛企業様の募集・インセンティブ

カテゴリ 協賛口数 ロゴ サイネージ 資料配架 施設使用権

パートナー企業 講座/ｺﾝﾃﾝﾂ/ﾒﾝﾀｰの
提供等 〇 〇 〇 年2回

協力企業 場所の提供など × 〇 × ×

プラチナスポンサー 協賛金５口以上 〇 〇 〇 年2回

ゴールドスポンサー 協賛金２口以上 〇 〇 〇 年1回

シルバースポンサー 協賛金１口 〇 〇 〇 ×

※サイネージはプログラム期間中、1F等にてロール掲載
※資料はプログラム期間中、施設内にパンフ等を１種配架する権利を有す
※施設使用権は年度末まで権利継続、１回１室とする。

アカデミーの継続的・安定的運用を目指し、協賛企業様を募集する。
また、学生向けに講座等を無償提供いただく企業様も含めてインセンティブを付
与し、継続的な運用・支援体制を構築する。
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協賛企業様の教室貸し出し

8階ホール
定員250名

4階ラボ
定員60名


