
平成 30年度 

イノベーション推進機構「博士ビジョナリープロモーション」講座一覧                        2018/10/18 

（敬称略） 

基礎講座 講座番号 講座名 場所 午前（9：00-12：00） 午後（13：00-16：00） 

5月 16日

（水） 
1 

イノベーション推進特別講義Ⅰ 

※5/16は 11：00開始 

連合農学研究科管理研究

棟 4階 第 2会議室 

（茨城・宇都宮大学に関しては遠隔講義

システムにて受講可能） 

有江 力 東京農工大学 農学研究院 教授 

二谷 貴夫 東京農工大学  客員教授 

若松 弘起 東京農工大学 イノベーション推進機構 特任助教  

前田 由美 東京農工大学 イノベーション推進機構 産官学連携研究員 

5月 17日

（木） 
2 

藤井 重孝  

東京農工大学 客員教授      

5月 29日

（火） 
3 

イノベーション推進特別講義Ⅱ 

連合農学研究科管理研究

棟 4階第 2会議室 

（茨城・宇都宮大学に関しては遠隔講義

システムにて受講可能） 

渡井 康之 

東京農工大学 客員教授 

5月 30日

（水） 
4 

6月 9日（土） 5 グローバルリーダーシップ論 
連合農学研究科管理研究

棟 4階第 2会議室 

大島 良知 

TECH on-the-line 代表 

恵和株式会社 顧問 

伊藤 義博 

株式会社電通  

ソリューション開発室 研究主席 

6月 20日

（水） 
6 

イノベーション推進特別講義Ⅲ 

連合農学研究科管理研究

棟 4階第 2会議室 

（茨城・宇都宮大学に関しては遠隔講義

システムにて受講可能） 

天野 裕  

株式会社プレテック 代表取締役 

6月 21日

（木） 
7 

金山 典生 

サントリーモルティング株式会社 代表取締役社長  

6月 30日

（土） 
8 

科学技術・アントレプレナー特論 
連合農学研究科管理研究

棟 4階第 2会議室 

津田 真吾                             

株式会社インディージャパン 代表取締役 

テクニカルディレクター 

二谷 貴夫 

東京農工大学 客員教授 

チームビルディング 



7月 14日

（土） 
9 知的財産論 

連合農学研究科管理研究

棟 4階第 2会議室 

日本弁理士会  高原 千鶴子 高原特許商標事務所 弁理士    

黒瀬 泰之  鷲頭国際特許事務所 

7月 28日

（土） 
10 

ソーシャルイノベーション 

ワークショップ 

連合農学研究科管理研究

棟 4階第 2会議室 

渡邊 竜一 

株式会社アジア・メディアプロモーション  

代表取締役 

木村 悠貴 

Korekore 代表 （H27EDGE受講生） 

9月 14日

（金）～ 

9月 15日

（土） 

※二日間集中 

＊＊＊ 
科学技術エコシステムフォーラム(注 1) 

海外研修チーム選抜(注 2) 

湯河原 

(ニューウエルシティ湯河原) 

若松 弘起 東京農工大学 農学府・農学部 特任助教 

前田 由美 東京農工大学 イノベーション推進機構 産官学連携研究員 

11月 7日

（水） 
11 

イノベーション推進特別講義Ⅳ 

連合農学研究科管理研究

棟 4階第 2会議室 

（茨城・宇都宮大学に関しては遠隔講義

システムにて受講可能） 

Charles Boliko 

国際連合食糧農業機関（FAO）駐日連絡事務所 代表 

Divine Nganje Njie 

Deputy Leader, Agricultural and Food Systems Strategic Programme (SP4), FAO 
11月 8日

（木） 
12 

11月 28日

（水） 
13 

イノベーション推進特別講義Ⅴ 

連合農学研究科管理研究

棟 4階第 2会議室 

（茨城・宇都宮大学に関しては遠隔講義

システムにて受講可能） 

丹治 幹雄 構想日本 理事 

難波 正憲 立命館アジア太平洋大学 名誉教授 

11月 29日

（木） 
14 

12月 12日 

～17日 

海外研修 1 

（選抜） 
カントー大学（ベトナム） 

・チームで派遣 

・事前学習(1～2日)に参加必須。事前学習日程は参加者で調整します。 

12月 2日 

～7日 

海外研修 2 

（選抜） 
SRI International研修（米国） 

・チームで派遣 

・事前学習(1～2日)に参加必須。事前学習の日程は参加者で調整します。 



日程未定 
海外研修 3 

（選抜） 
UAE研修（アラブ首長国連邦） 

・チームで派遣 

・事前学習(1～2日)に参加必須。事前学習の日程は参加者で調整します。 

2月または 3月 ＊＊＊ H30博士ビジョナリー成果報告会 ・海外研修へ派遣されたチームが成果を発表 

※平成 30年 4月 3日現在の予定です。都合により、予定が変更されることがありますので予めご了承ください。 

 

注１：科学技術エコシステムフォーラムの参加要件： 講座番号 1～10うち、8(必須)を含めて 4講座以上出席すること。 

注 2：海外研修選抜の要件：科学技術エコシステムフォーラムに参加すること。 

 

■海外研修(選抜)までのフロー 

 

              

                 

              

 

基礎講座を受講 (5月～9月) 

・受講番号１～10のうち、8を含めて、 

5講座以上出席。 

講座番号８を受講 (6月 30日) 

・午前のアントレプレー特論・科学技術論を受講 

・午後のチームビルディングでは、ビジネスプラン

やアイデアをプレゼンし(5 分)、今後のチームとメ

ンターを決める。 

ビジネスプラン策定 (6 月 30 日～9 月 15 日) 

・チームベースでプランを策定 

・ミーティング等はチームで日程調整 

・メンター指導 

科学技術エコシステムフォーラム 
(9 月 14 日~15 日) 
・チームでビジネスプランを発表 

↓ 

海外研修チーム選抜 
・外部審査委員による選考 

・チームを選抜 

（チームで選抜されても、参加は個人で自由） 

海外研修事前学習 
・課題図書 

・チームベースで課題作成とプレゼン準備 

海外研修へ 
1. カントー大学(ベトナム) 

2. SRI International (アメリカ)  

海外研修成果報告 
1. 成果報告書の提出 

2. 成果報告会での発表  


