
■2021年度 山形大学EDGE-NEXT 起業家育成プログラム：スケジュール （土曜日オンライン開催）
講義時間： セッション1(10:30～12:00)、セッション2(13:00～14:30)、セッション3(14:45～16:15) v0407

日 付 内 容 講 師

5/15
1-1 入塾式：カリキュラム説明、コーディネーター紹介

小野寺 忠司、廣川 克也、戸田 達昭
1-2,-3 Check-in、自己紹介

5/29
2-1 パネルディスカッション （コーディネーター）

小野寺 忠司、廣川 克也、戸田 達昭2-2 アイディア展示会

2-3 Make Up

6/12
3-1 講義： 「魅力的な事業計画」 廣川 克也

3-2,-3 ケーススタディ：「宇宙船アルファ号」前編 廣川 克也

6/19 プレミアム VFA： 「ｵリエンテーション」 菅生 達仁

6/26
4-1 ケーススタディ：「宇宙船アルファ号」後編 廣川 克也

4-2 VFA： 「課題とアイディエーション」 菅生 達仁

4-3 チーム・ワーク 「考える」 廣川 克也

7/10
5-1 講義： 「Idea, Passion, Start with WHY」 マンジョット・ベディ

5-2 VFA： 「ベスト起業チーム作り」 菅生 達仁

5-3 中間発表＋ブラッシュアップ 廣川 克也

7/24
6-1 講義： 「儲けのカラクリ」 廣川 克也

6-2,-3 ケーススタディ 「株式会社いろどり」 廣川 克也

8/7
7-1 講義： 「人を動かすプレゼンテーション」 武田 昌大

7-2 パネルディスカッション （起業家） 起業家３名、廣川 克也

7-3 チーム・ワーク 「まとめる」 廣川 克也

8/28
8-1 講義： 「グローバルからローカルへ」 デビット・ベネット

8-2 講義： 「オーセンティックリーダーシップ」 小野寺 忠司

8-3 前期発表 廣川 克也

9/11
9-1 特別講演 ゲスト講演者

9-2 講義： 「企業経営の基本」 小野寺 忠司

9-3 チーム・ワーク （メンタリング） 廣川 克也

9/25
10-1 講義： 「マーケティングの最前線」 白根 有一

10-2,-3 ケーススタディ 「株式会社いろどり」 廣川 克也

10/9
11-1 講義：「事例で学ぶ事業価値を高める知的財産活用術」 田中 雅敏

11-2 VFA： 「ビジネスモデル」 菅生 達仁

11-3 チーム・ワーク 「作る」 廣川 克也

10/23
12-1 講義： 「地域で事業を作る、事業で地域をつくる」 戸田 達昭

12-2 パネルディスカッション （起業家） 起業家３名、廣川 克也

12-3 発表： 「プレゼンテーションの進化」 廣川 克也

11/6
13-1 講義： 「デザインとブランディング」 佐藤 成美

13-2 VFA： 「顧客セグメントとターゲティング」 菅生 達仁

13-3 パネルディスカッション（コーディネーター、参加者） 小野寺 忠司、廣川 克也、戸田 達昭

11/13
プレミアム VFA： 「顧客インサイト」 、「競合分析」 菅生 達仁

11/20
14-1 講義： 「事業戦略の基礎」 廣川 克也

14-2 VFA： 「ファイナンス」 菅生 達仁

14-3 チーム・ワーク 「試す」 廣川 克也

12/4
15-1 講義： 「ベンチャーファイナンス」 菅谷 常三郎

15-2,-3 講義： 「October Sky」 廣川 克也

12/18
16-1 講義： 「グローバル戦略」 川島 健一

16-2,-3 最終発表とまとめ 小野寺 忠司、廣川 克也、戸田 達昭

DEMO DAY (ビジネスプランコンテスト)

修了式 小野寺 忠司、菅生 達仁



V e n t u r e  F o r  A l l ® 講 師 担 当 講 義

Instructor, Venture For All®
IEG Global Association General Manager

菅生 達仁 氏

4-2：課題とアイディエーション
5-2：ベスト起業チーム作り
11-2：ビジネスモデル
13-2：顧客セグメントとターゲティング

顧客インサイト、競合分析 (プレミアムのみ)

14-2：ファイナンス
・チームワーク、メンタリング

■2021年度 山形大学EDGE-NEXT 起業家育成プログラム： 講師師陣 ※ゲスト講師、講義内容は予定です。

E D G E - N E X T  講 師 担 当 講 義

山形大学 教授
国際事業化研究センター長
有機材料システム事業創出センター長

小野寺 忠司

8-2：オーセンティックリーダーシップ
9-2：企業経営の基礎
・パネルディスカッション
・チームワーク、メンタリング

山形大学 客員准教授
慶応義塾大学 湘南藤沢キャンパス
SFCフォーラム 事務局長

廣川 克也 氏

3-1：魅力的な事業計画
6-1：儲けのカラクリ
9-1：事業戦略の基礎
・パネルディスカッション
・ケーススタディ、ケースディスカッション
・チームワーク、メンタリング

山形大学 客員准教授
シナプテック㈱ 代表取締役
起業家、元中央教育審議会委員

戸田 達昭 氏

12-2：地域で事業を作る、事業を地域で作る
・パネルディスカッション
・チームワーク、メンタリング

E D G E - N E X T ゲ ス ト 講 師 担 当 講 義

山形大学工学部 招聘講師
㈱Just on time 代表取締役社長
㈱next is east 代表取締役社長

マンジョット・ベディ 氏

5-1：Idea, Passion, Start with WHY

トラ男米プロヂューサー＆シェアビレッジ村長

武田 昌大 氏

7-1：人を動かすプレゼンテーション

山形大学 客員教授
NECパーソナルコンピュータ㈱
代表取締役 執行役員社長

デビット・ベネット 氏

8-1：グローバルからローカルへ

（公社）日本マーケティング協会 研究開発局長
エグゼクティブコンサルタント
元㈱電通EYE 常務取締役、 元㈱電通東日本 取締役

白根 有一 氏

10-1：マーケティングの最前線

明倫国際法律事務所
弁護士・弁理士

田中 雅敏 氏

11-1：実践的知的所有権活用術

プラナンド
コミュニケーションプランナー

佐藤 成美 氏

13-1：デザインとブランディング

山形大学 客員教授
みやこキャピタル㈱ 代表取締役
元JAFCO Ventures President & CEO

菅谷 常三郎 氏

15-1：ベンチャーファイナンス

山形大学 客員准教授
Lenovo Executive Director
戦略的投資組織のエグゼグティブディレクター

川島 健一 氏

16-1：グローバル戦略


