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Fledgeプログラムを受講するひとへ！

\Voice/ 

「府大アントレプレナー

教育へようこそ！」

大阪府立大学特認教授
元（株）日立製作所OlC室長
広瀬正

皆さんのなかで起業したいと考えている方はどのくらいいますか。

"Fledge’'は、事業アイデアの創生法や課題解決法などを学びながら、ア

ントレプレナーシップを醸成する教育プログラムです。アントレプレナー

シップを日本語では'’起業家精神 ’'と訳しますが、起業する人のためだ

けのものではありません。誰でもが持つべき、 困難を乗り越えるエネル

ギーの持ち方、大人の常識です。新しい事業にチャレンジするには、

『課題の本質を見抜く力、事業を計画する力、プランを説明し説得する力』

が必要です。これらは、 一種のスキルですので磨けば必ず上達します。

仲間と＿緒に考え抜くという経験がスキルの上達を早めます。 "Fledge"

では海外研修を含む色々なプログラムを取り揃えています。事業化の成

功とは、競争力を磨き、企業価値の向上を果たすことです。それは、個人

にも当てはまります。アントレプレナーシップは、思考スキルを磨き、自

身の価値の向上を果たすことで、各人の生き方にも通じます。

講師陣は自らの経験から学んだごとをお話します。 「正しいアプローチ、

正しい選択正しい勇気の持ち方」を一緒に考えましょう。

受講お申込みは．

大原梨恵

生命環境科学研究科
応用生命科学専攻(M2)

平彩乃

生命環境科学域
応用生命科学類(B3)

平井宏明
生命環境科学域
理学類 (B3)

「リアルな体験が就活に活かせました」

私はTEC-11 Dアイディエ ーション演習に参加しました。座学だけ
でなく、実際に手を動かして紙にアイデア を書き出したり、グルー

プでアイデア を出し合ったりするなど、 様々なワ ークを通してリア
ルなアイデア創出のプロセス を体験することができました。初対
面の人との話し合いや、人前での発表は緊張しましたが、そのぶ
ん非常にいい経験となり、就活のグループワ ークなどにも活かす
ことができたと思っています。

「多くの刺激を受けて、視野を広げられる」
私 は、 Fledgeプ ロ グ ラ ムよ リ九州大 学主 催の「VentureLife 
Challenge」に参加し、2週間ほど福岡市にあるIT会社でインタ ー

ンを行いました。インタ ーンでは、まず5人1組になりその 企業か
ら与えられた課題について取リ組みました。5人の内3人が留学
生であっため、 全ての議論は英語で行われました。お互い第2言
語である英語で意思疎通を因ることは難しく 大変でしたが、とても
良い経験になりました。他大学、様々な国籍の人と話すことによリ
多くの剌激を受け、自分自身の視野を広げることができました。自
分の今後のキャリア を考えるとても良い機会になりました。

「自分を磨いて成長することを目標に」

私は、FledgeプログラムのTEC II講義、高校生起業家講座、文部
科学省主催の 「地域活性イノベーションキャンプ」 に参加しまし
た。その中で一番学びになったのは、キャンプでの広瀬先生の一

言です。 「知識も行動力もある。あとは自分を磨きなさい。人間性
を磨きなさい。」 人のつながりがビジネスに 実現性を生みます。
信頼が一番 大切です。
まだまだ独りよがリな自分に気づかせてくださった関係者の皆さ
まには、 感謝してもしきれません。人に喜んでもらえる人間にな
れるよう、さらに精進していこうと思います。

E-maI9で 下記の必要事項を入力の上、 Fledge事務局までお申込みください。

国屋員 Fledge@las.osakafu-u.ac.jp 国暉 Fledge受講希望

所属、役職
氏 名 学年など

（府大生は学籍番号）
電話番号

受講希望
講座名

受講料
本学の学生、教職員は無料です。

社会人は、受講料が必要です。

学域生から大学院生まで気軽にご参加いただけるイベントが多数あります。ホームページ・学内看板などで募集
いたしますので、ご興味のある方は、Fledge事務局までご連絡ください。

①カンボジア王立プノンペン大学研修②アイディエーションワークショップ③新入生ワークショップ④高校生起業家講座⑤MOTコンサル演習⑥ビジネスアイディアコンテスト

お問合せ 大阪府立大学高等教育推進機構高度人材育成センタ ー Fledge事務局
〒599-8531大阪府堺市中区学園町1-1 A6棟3階312 室団国 072-254-98 38匡社訓］Fledge@las.osakafu-u.ac.jp ill匝〗 https://jinza i.osa kafu-u.ac.j p/ 

Fledgeは、起業のエコシステム拠点として、多様な価値観を共
有し起業に興味を持つ人や創造的な企画立案の方法を学び
たい人に向けて、アントレプレナーシップの教育を行います。

大阪府立大学

＊応璽應立恣竺
〈2020年度受講生募集）

冗ノトレプレナー教育Fledgeプログラム

講義案内
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＼世界が広がる I

Fledgeプログラムには選択できる3つのコースがあります。 起業実践コ ース

柔軟な発想J]、企画実行力のアップに！

ビジネスアイデア創出コ ース
↓こんな方にお勧め↓

ビジネスアイデア創出やデザイン思考
システム思考の基礎を学びたい人

ら

●ビジネス企画特別演習（］産工〕
●MOT事例演習＠困孔困）
●MOTコンサル演習＠起亜匡）
●知財戦略演習＠起亜◎
●マネジメント＆マーケティ‘んi演習＠匡玉匡）

: I 

講義•演習は、原則 B4 棟東 K102講義室で開催します。（知財戦略演習： A6棟332 室、ベンチャー ピジネス演習：A6棟ラーニングコモンズにて開催）

●アイディエーション演習＠産国豆）
●戦略的システム思考力演習

ビジネスアイデア創出コ ース

インタ ーンシップや就活前のスキルアップに！

ビジネスプラン作成コース
↓こんな方にお勧め↓

-化のプロセスを学びたい人 | 

視野を広げるステップに！

起業実践コ ース
↓こんな方にお勧め↓

起業 ・ 新規事畔成の実践を学びたい人 I 
●ベンチャ ー ビジネス＆

アント レプレナーシップ基礎＠巨巫E)
●ベンチャ ー ビジネス演習 ＠起亜豆）
●リ ーダーシップ演習 ＠起亜H)

ビジネスプラン作成コ ース

MOTコンサル演習 ＠区通⑧
概 要 現役コンサルタント講師から技術マネジメントを学ぶ

講義目的 演習を通じて、MOT（技術マネジメント）とそれに関
連する幅広い知識を修得するとともに、 科学技術研
究成果の事業化・ 産業化に関する汎用的な考え方・
能力、 および科学研究の進め 方や研究計画企画に
関する考え方・能力を身につけます。

講 師 PwCコンサルティング（同）シニアマネー ジャ ー (MOT)
鐘ヶ江靖史氏

講義形式 講義·グループ討議·プレゼンテーションなどの演習·
e—|earning受講

講 義日 e-learning受講：7/1 ~ 10/15 （鐘ヶ江靖史氏）
10/15、 10/29木曜日IV、Vコマ

ベン和—ビジネス＆アノトレプレナ→ノyプ基礎@乳住）

起業や企業での新規事業の基礎知識を学ぶ

ベンチャ ービジネスとアントレプレナーシップについ
て、事前学習と演習型講義でその基礎を学びます。
この科目はベンチャ ービジネス演習(TEC-11 G) と組
み合わせた受講を推奨しています。
·············-·······························-··············· 

毀大阪府立大学特認教授 元 （株）日立製作所eve室長
広瀬正

1 アイテオエーション演習 G匡亜⑨ I ビジネス企画特別演習 CillD 1 知財戦略演習 ⑰匡玉© Iベンチャー ビジネス演習 ①函亜⑥
概 要 企業研究者として必要なアイデア創出の方法を学ぶ

講義目的 ビジネスアイデア創出や新商品創出に向けたアイディ
エーション及びデザイン思考の基礎について、身近な
商品を題材に演習を通して学びます。

講 師 （株）パ ートナーズマーケティング開発室室長
トイクリエー タ ー 大澤孝氏
（株）ブリヂストン先端技術推進本部
先端技術管理ユニットリーダー 椎野修氏
大阪府立大学特認教授元（株）日立製作所OJC室長広瀬正

講義形式 講義・グループ討議 ・ プレゼンテーションなどの演習

講 義日 8/28 、9/4金曜日IV、Vコマ（大澤孝氏）
9/18金曜日IV、Vコマ（椎野修氏）
9/25金曜日IV、Vコマ（広瀬正）

概 要 研究成果をビジネスに結びつける企画を行い、事業化
の素養を学ぶ

講義目的 自らの研究又は大学所有の知的財産を用いてビジネ
ス企画を行います。個人演習 （市場調査、 特許調査、
マ ーケティング含む）とプレゼンテーション、メンター

との相談を繰り返してビジネス企画を完成させ、 事業
化のプロセスを体得します。

講 師 大阪府立大学工学研究科電子物理工学分野
教授藤村紀文
メンタ ー（企業幹部経験者を個別設定）

講義形式 講義 ・ 個人のビジネス企画、グ）lr-プワークを合わせた演習

講 義日 7/28火曜日 IVコマ
8/25、9/1、10/6、10/13、11/10火曜日IV、Vコマ
12/8火曜日ビジネス企画発表会IV~Vコマ目安

概 要 研究開発職に必要な知的財産について学ぶ

講義目的 知的財産は事業活動の根幹です。本演習では特許
の新規性、 進歩性に絞り、 「強い特許の作り方」を体
得します。スタ ートアップ企業にとっての知財戦略も
学びます。

講 師 大阪府立大学 研究推進本部URAセンター

元 シャ ープ（株）バイオセンシングシステム 研究所室長
赤木与志郎

講義形式 講義 ・ 演習

講 義日 10/1、8、22 11/5、12、19、26 12/3木曜日IVコマ

1 戦略的システム思考力演習 I 
概 要 基礎的研究成果で社会課題を解決するアプリケーショ

ンに結びつける方法を学ぶ

講義目的 複雑なものごとを俯敵的に見る「システム思考」と、新し
い発想を創造するデザイン思考克学ぶ演習科目です。
システム発想で、基礎的研究を基に社会課題を解決す
るアプリケーショ ンに導くまでのプロセスと手法を習得
します。システム発想が身につくだけでなく、産業界で役
立つアイディエーション能力が醸成されます。

講 師 大阪府立大学工学研究科電子物理工学分野
教授藤村紀文
メンター（企業幹部経験者をグループ単位に配匿）

講義形式 講義 ・ グループワーク形式の演習

講 義日通年

| MOT事例演習 ①巨亜④
概 要 事業化に向けた研究開発マネジメントや技術経営、ビ

ジネス提案を学ぶ

講義目的 企 業 研 究 者 に 必 要 と なるMOT(Management of 
Technology)の基礎を知り、 事業化に向けた研究開
発マネジメントや商品開発戦略、 知的財産権の基
礎、技術経営の必要性・重要性、ビジネス提案に必
要な要素を講演・演習を通して学びます。

概 要 実践的なマネジメントとマ ーケティングの知識を学ぶ

講義目的 ビジネスやプロジェクトを円滑かつ的確に進めるには、
データや清報に基づき、適切な計画を立て、状況を正し
く判断して戦略を決めることが重要です。本講座では、
様々な意思決定の場面で役立つ実践的なマネジメント
とマ ーケティングの知識について演習を通して学びます。
※後期に留学生対象の別講座を開講します。

講 師 大阪府立大学工学研究科電気情報システム工学分野
教授森澤和子
拓殖大学商学部准教授足代訓史氏

講義形式 講義 ・ グループ討議・プレゼンテーションなどの演習

講 義日 10/19、10/26、11/9、11/16月曜日IVコマ（森澤和子）
11/28（土）、11/30（月）Ill、IVコマ（足代訓史氏）

要）起業や企業での新規事業に必要な知識を学ぶ

起業や企業における新規事業開始にあたり必要な基
礎知識を、 演習を通して学びます。各自の事業化テー

マ を段階的にブラッシュアップしてビジネスプランを
成熟させます。

講義·グループ討議・プレゼンテーションなどの演習
※別途、ベンチャ ー ビジネス＆アントレプレナ ーシップ基礎
e-learning受講が望ましい

講 師University of New Mexico, Professor(Former President), 
Robert G.Frank, Ph.D. 
STC.UNM, Int. Univ.Ventures Manager, 

UNM, Innovation Academy, Lecturer, Eri Hoshi, MPA 

講義形式 講義 ・ 演習•e—|earning受講

講義日 e-learning受講：7/1~10/28 (Robert G.Frank, Ph.D.) 
10/28（水）、 11/20 （金） IV、Vコマ(Eri Hoshi, MPA) 

産業界を牽引するイノベーション創出型研究リ ーダーに
求められる素養であるリーダーシップのあり方を実践的
な演習を通して学び、リーダーシップを身に着けます。
·············-·······························-·············· 

パナソニック（株）人材開発カンパニ ー 顧客サポート部
ラ ーニングプラットフォー ム推進課小藪康氏
Meijo University, Lecturer, Author, and Coach, Ian Roth, Ph.D. 
（社）PMI日本支部地域サー ビス委員成松秀夫氏

ロ ロ

【オンライン授業】視聴期間     6/30-7/13            プレゼンテーションの基本   (小藪  康 氏）
                                                                                                                                                                                       視聴期間  7/14-7/27  組織論とリーダー論   (Ian Roth,Ph.D.) 　

※新型コロナウィルスにおける、本学の「6月以降の前期授業等の実施方針」
に基づき、講義日程が変更となっております。

 演習： 9/11   (金）IV、Vコマ（成松秀夫氏）
　　       9/17（木）IV、Vコマ（小蔽康氏）
　　  　9/24（木）IV、Vコマ（IanRoth, Ph.D.）

マネジメント&マーケティング演習
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