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1. 開催日 

2012 年 7 月 17 日（火）～19 日（木） 

（7 月 17 日（火）・18 日（水）は福岡で、7 月 19 日（木）は東京で開催） 

 

2. プログラム 

I. アントレプレナーシップ教育に関する国際シンポジウム［福岡］ 

・日 時： 2012 年 7 月 17 日（火）13:30～18:20 

・会 場： アクロス福岡 7 階 大会議室 

福岡市中央区天神 1 丁目 1 番 1 号 

会場 HP（http://www.acros.or.jp/r_facilities/conference.html） 

アクセス（http://www.acros.or.jp/access/）*別添地図参照 

・参加者：100～150 名程度【一般公開】 

・言 語：日本語、英語（日英同時通訳有） 

・申込方法：参加ご希望の方は、QREC のホームページ（www.qrec.kyushu-u.ac.jp）

の申し込みサイト（http://0w0.tv/hJSv）に必要事項をご記入の上、7 月

13 日（金）17:00 までにお申し込みください。 

・共 催：The Indus Entrepreneurs (TiE) 東京 

・後 援：三菱地所株式会社、東京21cクラブ、在福岡アメリカ領事館、スウェーデン大使館 

（申請中）、日本ベンチャー学会、福岡県、福岡市 

 

＜スケジュール＞ 

【第 1 部】QREC 成果報告(13:30～14:45)  

13:30   開会 

13:30～14:00 QREC 成果報告 

九州大学ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター 

センター長 谷川 徹 

14:00～14:45 九州大学チャレンジ＆クリエイション(C&C)プロジェクト 2011 成果報告 

       【優秀賞】（3 チーム×10 分） 

「地域を舞台とした映画による振興事業モデルの提案・検証」 

芸術工学府 修士 2 年 小田 憲和（代表者） 

芸術工学府 修士 2 年 畠中 亮 

芸術工学府 修士 2 年 林 裕市朗 

「グライダープロジェクト」 

工学府   修士 1 年 吉竹 恒（代表者） 

「第 2 回糸島市地域活性化プランコンテスト」 

工学部    平成 23 年度卒業 深川 真人（代表者） 

経済学部   2 年    野中 瞳 

アントレプレナーシップ教育に関する国際ワークショップ 

「今、求められるアントレプレナーシップ教育 ～欧米アジアの先進事例から学ぶ」 

の開催について 

概 要 

この度、九州大学ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター（以下、QREC）では、

アントレプレナーシップ教育の日本国内での認知度向上と教育体系の共通認識形成を目的とする 3

日間の国際ワークショップを開催します。 

http://www.acros.or.jp/r_facilities/conference.html
http://www.acros.or.jp/access/
http://www.qrec.kyushu-u.ac.jp/
http://0w0.tv/hJSv


 

 

【最優秀賞】（1 チーム×15 分） 

「国際ゲーム開発イベント Global Game Jam Fukuoka 2012 の開催と運営」 

システム情報科学府 博士 3 年 金子晃介 

 

【第 2 部】アントレプレナーシップ教育に関する国際ワークショップ 

欧州、米国、アジアの先駆的なアントレプレナーシップ教育について報告の後、日

本ではどのように展開すればよいかの方向感を議論します。 

14:45～15:00 総長挨拶 

   九州大学総長 有川 節夫 

   15:00～15:15 文部科学省挨拶 

   15:15～16:00 基調講演 

「イノベーションの為のアントレプレナーシップ教育の必要性」（仮題） 

講師：日本ユニシス株式会社 特別顧問 島田精一 

前住宅金融支援機構理事長、元日本ユニシス株式会社代表取締役社長、元三井物

産株式会社代表取締役副社長兼 CIO、元日本経団連国際通信部会長 

   16:00～16:15 ＜休憩＞ 

   16:15～17:15 「アントレプレナーシップ教育と地域イノベーションシステムの実例」 

(ⅰ) 欧州の事例 

ヨーテボリ・インターナショナル・バイオサイエンス・ビジネス・スクール（スウェーデン）  

スクール長/博士 ブー・エドガー 氏 

(ⅱ）米国の事例 

米国より参加講師：（調整中） 

(ⅲ）アジアの事例 

シンガポール国立大学アントレプレナーシップ・センター（シンガポール） 

  センター長/博士 ワン・ポー・カム 氏 

17:15～18:15 パネルディスカッション 

        テーマ：「提言～イノベーションとアントレプレナーシップ教育」(仮題) 

［パネリスト］ 

ヨーテボリ・インターナショナル・バイオサイエンス・ビジネス・スクール（スウェーデン）  

スクール長/博士 ブー・エドガー 氏  

米国より参加講師：調整中 

シンガポール国立大学アントレプレナーシップ･センター（シンガポール）  

センター長/博士 ワン・ポー・カム 氏  

九州大学 ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター  

センター長 谷川 徹  

［コーディネーター］  

九州大学 ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター  

副センター長 五十嵐 伸吾  

18:15   閉会 

 

II. 学生のためのアントレプレナーシップ教育特別講義［福岡］ 

欧州、米国、アジアのアントレプレナーシップ教育者による各 1 時間弱の模擬講義を実施しま

す。スクール形式の授業ではなく、受講者の積極的な参加を促す双方向な形式で実施します。講

義終了後には、九州大学学生を中心とした参加学生によるビジネス・アイデアの発表等ピッチコ

ンテストの実施を予定しています。 

 

・日 時：2012 年 7 月 18 日（水）13：00～18：15 

・会 場：九州大学創造パビリオン 2F ゼミナール室（箱崎キャンパス） 

福岡市東区箱崎６－１０－１*別添地図参照 

・参加者：60 名程度 

（対象：現役大学生・大学院生及び日本のアントレプレナーシップ教育者） 

（インターンシップとして来日中のチャルマース工科大学学生も参加予定） 

・言 語：英語 



 

 

・申込方法：参加ご希望の方は、QREC のホームページ（www.qrec.kyushu-u.ac.jp）

の申し込みサイト（http://0w0.tv/Ey0d）に必要事項をご記入の上、7 月

13 日（金）17:00 までにお申し込みください。 

・共 催：The Indus Entrepreneurs (TiE) 東京 

・後 援：三菱地所 株式会社 東京21cクラブ、在福岡アメリカ領事館、スウェーデン大使館 

（申請中）、日本ベンチャー学会、福岡県、福岡市 

 

＜スケジュール＞ 

13:00～13:15 開会挨拶  

九州大学ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター 

センター長 谷川 徹 

13:15～13:45 QREC の説明（カリキュラムの概要説明を含む）  

九州大学ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター 

副センター長 五十嵐 伸吾 

13:45～14:45 模擬講義①～欧州（Q&A10 分程度含む） 

ヨーデポリ・インターナショナル・バイオサイエンス・ビジネス・スクール（スウェーデン） 

スクール長/博士 ブー・エドガー 氏 

   14:45～15:00 ＜休 憩＞ 

      15:00～16:00 模擬講義②～米国（Q&A10分程度含む） 

米国より参加講師：調整中 

16:00～17:00 模擬講義③～アジア（Q&A10 分程度含む） 

シンガポール国立大学アントレプレナーシップ・センター（シンガポール） 

センター長/博士 ワン・ポー・カム 氏 

17:00～17:15 ＜休 憩＞ 

17:15～18:00 ワークショップ 

ゲスト講師からの課題に関するグループワーク及び学生の発表 

   18:15～   懇親会 

 

 

III. 教育者のためのアントレプレナーシップに関する国際セミナー［東京］ 

日本のアントレプレナーシップ教育従事者を対象としたセミナーで、欧州、米国、アジアの先

駆的な教育モデルに関する各国の状況報告の上、双方向的な意見交換を実施します。席上、教育

者に共同でのビジネス・プランあるいはビジネス・アイデアのブラッシュアップのイベント企画

を提案する予定です。 

 

・日 時：2012 年 7 月 19 日（木）17：00～22：00（終了後、懇親会） 

・会 場：東京 21c クラブ「コラボレーション・スペース」 

東京都千代田区丸の内１丁目５−１新丸ビル 10Ｆ*別添地図参照 

     ・参加者：100 名程度 

（対象：日本国内のアントレプレナーシップ教育実施者） 

・言 語：英語 

・申込方法：参加ご希望の方は、QREC のホームページ（www.qrec.kyushu-u.ac.jp）

の申し込みサイト（http://0w0.tv/JtYU）に必要事項をご記入の上、7 月

13 日（金）17:00 までにお申し込みください。 

・共 催：The Indus Entrepreneurs (TiE) 東京、三菱地所 株式会社 東京21c

クラブ、日本ベンチャー学会 

・後 援：在福岡アメリカ領事館、スウェーデン大使館（申請中）、福岡県、福岡市 

 

＜スケジュール＞ 

     17:00   開会  

     17:00～17:05 来賓挨拶 

経済産業省 経済産業政策局 新規産業室長 岡田 公平 

      

 

http://www.qrec.kyushu-u.ac.jp/
http://0w0.tv/Ey0d
http://www.qrec.kyushu-u.ac.jp/
http://0w0.tv/JtYU


 

 

17:05～17:15 主催者挨拶①「QREC の目指すものとこれまでの取り組み」 

九州大学ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター 

センター長 谷川 徹 

17:15～17:25 主催者挨拶②「日本創生ビレッジの目指すものとこれまでの取り組み」 

三菱地所 株式会社 街ブランド企画部 副長 

（新事業創造ユニット マネージングパートナー） 

田中 克徳 氏 

17:25～18:55 「アントレプレナーシップ教育と地域イノベーションシステムの実例」 

(ⅰ) 欧州の事例（17:25～17:55） 

ヨーデポリ・インターナショナル・バイオサイエンス・ビジネス・スクール(スウェーデン) 

スクール長/博士 ブー・エドガー 氏 

(ⅱ）米国の事例 (17:55～18:25) 

米国より参加講師：（調整中） 

(ⅲ）アジアの事例（18:25～18:55） 

シンガポール国立大学アントレプレナーシップ・センター（シンガポール） 

センター長/博士 ワン・ポー・カム 氏 

18:55～19:50 パネルディスカッション 

［パネリスト］ 

ヨーデポリ・インターナショナル・バイオサイエンス・ビジネス・スクール(スウェーデン) 

スクール長/博士 ブー・エドガー 氏  

米国より参加講師：（調整中） 

シンガポール国立大学アントレプレナーシップ･センター（シンガポール）  

センター長/博士 ワン・ポー・カム 氏  

九州大学 ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター  

センター長 谷川 徹  

［コーディネーター］ 

九州大学 ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター 

             副センター長 五十嵐 伸吾 

  （日本ベンチャー学会 理事／起業家教育推進委員会委員） 

 19:50～20:00 主催者挨拶③「日本のアントレプレナーシップ教育に関する期待」 

         日本ベンチャー学会 理事／制度委員会委員長 

           商学博士 松田 修一 氏 

（九州大学ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センターアドバイザリーボード委員） 

20:00～22:00 懇親会 

 

 

※イベントの撮影・取材（報道関係席）について 

 撮影、取材がある場合には、事前に下記問合せ先まで、ご連絡ください。 

 テレビカメラ等での撮影、取材等にあたっては、会議の運営や一般市民の傍聴の妨げにな

らないようご協力をお願いします。 

 会場内では事務局の指示に従って下さい。 

 

  ※会議の資料について 

 当日、会議にて配布します。 

 

 

 【お問い合わせ】 

九州大学ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター 山田 

電話：０９２－６４２－４０１３ 

FAX：０９２－６４２－４０１５ 

Mail：yamada@qrec.kyushu-u.ac.jp 

mailto:yamada@qrec.kyushu-u.ac.jp


 

会場までのアクセス 

＜アクロス福岡＞ 
 

アクロス福岡 （会場：７階 大会議室）  
〒810-0001 福岡市中央区天神 1丁目 1番 1号 TEL 092-725-9111（代表） 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜九州大学 創造パビリオン＞ 
 

九州大学創造パビリオン （教室：２Fゼミナール室）  
〒812-8581 福岡市東区箱崎6-10-1 TEL 092-642-4014（QREC代表）  

 
■福岡空港から  

福岡空港 →（地下鉄：空港線）→ 地下鉄中洲

川端駅下車（地下鉄：箱崎線、貝塚方面へ乗換）

→ 箱崎九大前駅で下車。徒歩。  

 

■JR博多駅から  

JR博多駅 → (地下鉄：福岡空港線：姪浜、西唐

津方面)→ 地下鉄中洲川端駅下車（地下鉄箱崎

線貝塚方面へ乗換 ）→ 箱崎九大前駅で下車。

徒歩。  

 

 
 



 

 

 

＜東京21cクラブ＞ 
 

東京21cクラブ コラボレーションスペース（新丸の内ビルディング 10F）  
〒100-6590 東京都千代田区丸の内１丁目５−１新丸ビル10Ｆ TEL：03-5208-2121  

 
【アクセスMap】 

JR、地下鉄各線「東京」駅、丸の内口地下通路より直結  

 

 


