
 

 
 

産学連携教育イノベーター育成プログラム 
教育イノベ―ター実践演習科目「成果発表会」発表時間のお知らせ 

 
日時︓2021年 12月 11日（土）・12日（日）・18日（土）・19日（日）の 4日間 

各日 午前の部 9:00～13:00／午後の部 14:30～18:30 
配信︓Zoom によるオンラインリアルタイム配信 
詳細︓1人 20分（10分発表・10分質疑応答）、休憩はセッション毎に適宜。各セッションにて全員発表後、
60分程度の講師講評・受講者による振り返りを実施 

スケジュール 

2021年 12月 11日（土）午前の部 9:00～13:00 ●2 セッション 

セッション① インストラクショナルデザイン指導力育成コース 

講師：鈴木 克明（熊本大学 教授） ／ 山口 和範（立教大学 教授） 

増渕 賢一郎（JIMBA株式会社） 
地域課題解決に特化した企業コミュニティ形成 

佐藤 暢（高知工科大学） 
産学官民連携による地域活性化研究室 -実践から理論を学び、究め、紡ぐ教育研究の場- 

松嶋 清和（株式会社アイデム） 
インストラクショナルデザインを活用したリメディアル教育 

古田 大悟（株式会社ライフエレメンツ） 
シニア版ミネルバ大学の創設 

飯室 昭一 
e ポートフォリオにより大学と企業とリンクする 

セッション② インストラクショナルデザイン指導力育成コース 

講師：喜多敏博（熊本大学 教授） ／ 杉本和弘（東北大学 教授） 

芝 佑樹 
授業「自己調整学習入門～高校生に大学生の学び方を伝えよう～」の提案 

植田 陽子 
教員と看護師が協働する医療的ケア児の教育環境を学ぶ取組 

千葉 恭嗣（パナソニック株式会社） 
インベスター・リレーションズに関する授業設計 ～ニューノーマル＆DX時代の産学連携教育の事例～ 

山田 典子 
リソースミックスによる産官学連携 
学びはじめと学びなおし融合プログラム 

大田 浩昭 
人生 100年時代を主体的に生きるためのキャリア教育 

  



 

 
 

 

 

 

2021年 12月 11日（土）午後の部 14:30～18:30 ●2 セッション 

セッション① インストラクショナルデザイン指導力育成コース 

講師：戸田 真志（熊本大学 教授） ／ 星野 聡孝（大阪府立大学 教授） 
中野 恵一（一般社団法人 日本 CTO協会 事務局） 
「組織におけるデジタル技術活用論」 
― 組織の DX の担い手育成に向けて ― 

登 淳一郎（株式会社トクヤマ） 
法務部員早期育成科目 “契約の経済学” 

山田 大輔（株式会社経営支援くまもと） 
地域格差の無い共に学べる大学を目指して 授業テーマ「ビジネス起業会計論」 

外園 弥生 
ビジネス日本語上級 

藤原 崇（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社） 
「人的資源管理論応用」の講義を社会で生き抜くキャリア形成につなげる 

井殿 大 
電気化学デバイス解析論 

セッション② インストラクショナルデザイン指導力育成コース 

講師：都竹茂樹（熊本大学 教授） ／ 松井利之（大阪府立大学 教授） 

宮城 真樹 
看護系大学教員養成プログラム 

江島 将和 
プラス・セキュリティ人材の育成 

山本 聡（JP モルガン・チェース銀行東京支店/JP モルガン証券株式会社） 
国際営業コミュニケーション力養成講座 

森嶌 正巳（株式会社チーム・エムツー） 
時代が求める真の国際人材育成を目指す『国際メディア英語研究』 
～1大学の選択授業から大学横断型学習プログラムへの転換～ 

堂道 哲哉 
「産学ブリッジ教育科目」の導入について ～学生から社会人への「架け橋」を共に創る～ 

 

  



 

 
 

 

2021年 12月 12日（日）午前の部 9:00～13:00 ●1 セッション 

セッション① リーダーシップ開発力育成コース 

講師：山口 和範（立教大学 教授） ／ 大森 不二雄（東北大学 教授） 

丸山 毅 
ペアプログラミング 
チーム学習によるスキルトランスファー教育 
高野 宏輝 
現役実務家教員が目指す 
リーダーシップ教育の実践 

横田 秀策（一般社団法人 FCC GROOVE） 
リーダーシップで挑む！地域課題チャレンジプロジェクト 

堀 良行（阪和興業株式会社） 
“わたしっぷ” 
ほぼ教えないキャリア形成論 

由木 千尋 
「強み」に着目したリーダーシップ開発 ーシェアド・リーダーシップを反転授業で 

榎本 泰三（株式会社浜田工務店） 
SDGs と次世代リーダーシップへの取り組み 

劉 雲龍 
～キャリア開発及びリーダーシップ教育における新たな挑戦～ 
ストラテジー時代に求められる様々なリーダーシップの視点及び自分経営の理論と実践 

2021年 12月 12日（日）午後の部 14:30～18:30 ●1 セッション 

セッション① リーダーシップ開発力育成コース 

講師：山口 和範（立教大学 教授） ／ 戸田 真志（熊本大学 教授） 

佐藤 浩一 
PBL とケースで学ぶ、私のリーダーシップ 

井上 美香 
リモート合宿︓自分と繋がり、人と繋がる旅 

山本 容平 
未来を共創する人材の育成 ～ビジョンリーダーシップ・プログラム～ 

安岡 澄人 
社会に貢献するタフな科学者を育てる 
～ 農学・食品・自然科学系学部での「社会課題の解決力教育」の提案 ～ 
佐竹 陽一（経営コンサルタント佐竹陽一） 
現場改善で培う 
小集団活動リーダーシップ学習 

瀬畑 一茂（合同会社 Reconnect） 
次世代の担い手である学生が『リーダーシップ持論』を確立するために 



 

 
 

 

 

 

2021年 12月 18日（土）午前の部 9:00～13:00 ●2 セッション 

セッション① アントレプレナーシップ教育力育成コース 

講師：松井 利之（大阪府立大学 教授） ／ 喜多 敏博（熊本大学 教授） 

高浪 誠也（兼松株式会社） 
起業史 

大槻 直史（㈱ADK マーケティング・ソリューションズ） 
文系学生のためのアントレプレナーシップ育成講義への取り組み 

松川 理恵 
キャリアデザインで未来を選ぼう 
～体系的実践版プログラム～ 

上田 泰史（上田技術士 SDGs研究所） 
地球環境システム論での「問題と課題の区別」の修得および「業務マネジメントシステム」について 

小瀧 安史 
VUCA時代に求められるプロジェクトマネジメント教育 

大隈 宏一（ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社） 
新医薬品のオープンイノベーション実現を促進する人材育成 
<仮名︓新医薬品のイノベーション演習> 

セッション② アントレプレナーシップ教育力育成コース 

講師：星野 聡孝（大阪府立大学 教授） ／ 杉本 和弘（東北大学 教授） 

福田 美誉（株式会社ワークアカデミー） 
初年次教育と専門科目・インターンシップを効果的につなぐ課題解決型 PBL の実践 

山 明広 
イントレプレナーシップ論 社内起業のすすめ 

隅田 紀雄 
大学生と企業をつなぐ会社教育 

原 都志也 
地域密着産学連携イノベーション・プログラム 
大学における不正防止対策と倫理教育 

遠藤 孔仁 
事業計画活用論をとおしたマネジメント力向上への取り組み 

小澤 欣也 
アントレプレナーシップ社会実装実践論 

  



 

 
 

 

 

 

2021年 12月 18日（土）午後の部 14:30～18:30 ●2 セッション 

セッション① アントレプレナーシップ教育力育成コース 

講師：松井 利之（大阪府立大学 教授） ／ 都竹 茂樹（熊本大学 教授） 

西條 武明（田辺三菱製薬株式会社） 
Practical Life-Science Innovator Development Office （PLi-SciDo）による実務家育成 

鈴木 光寿（有限会社キューズ） 
顧客満足経営 

吉川 毅（富士フイルムビジネスイノベーション株式会社） 
ファーストペンギン育成プログラムの取組 

渡邉 幸治 
みらい Olympic 

農山 一志 
調べて知ることで経営学を身につける 

セッション② アントレプレナーシップ教育力育成コース 

講師：星野 聡孝（大阪府立大学 教授） ／ 大森 不二雄（東北大学 教授） 

岩佐 彰則 
アントレプレナーシップ論 講義 

山田 洋介（大日本印刷株式会社） 
イノベーター養成のための産学連携ビジネスモデルプランニングプログラム 

井手 一郎（ROC IA SAGA合同会社） 
大学教育と地域社会の融合を実現する実践型プログラムについて 

堀 健太郎 
起業家精神をつなぐコラボレーター創出への取り組み 

那須 慎一 
アントレプレナーシップ科目～地方創生、メディアの視点から～ 

  



 

 
 

 

2021年 12月 19日（日）午前の部 9:00～13:00 ●3 セッション 

セッション① リーダーシップ開発力育成コース 

講師：山口 和範（立教大学 教授） ／ 都竹 茂樹（熊本大学 教授） 

下川 兼典（株式会社システムステーショングループ） 
スポーツから学ぶ組織マネジメント論 

川名 範明 
ジョブ型キャリア時代のリーダーシップ 

大谷 健（日本マイクロソフト株式会社） 
産学連携リーダー育成プログラム「SOFTSKILL LAB」 

坂田 崇典（アウンコンサルティング株式会社） 
ベンチャー経営参謀論 

草野 健 
シェアド・リーダーシップ演習 変革プロセスを強化するもう一つのアプローチ 

松浦 俊彦（エネルギー会社） 
社会問題解決プロジェクト 

セッション② 産学連携リベラルアーツ教育力育成コース 

講師：大森 不二雄（東北大学 教授） ／ 喜多 敏博（熊本大学 教授） 

片山 琢磨 
産学往還の活性化による T型大学院教育への変革 

三松 俊裕 
『課題発見型授業』 
―地域を舞台にした学術知と実践知の往還― 

川本 文人（コーン・フェリー・ジャパン株式会社） 
「生涯現役時代」のキャリアと働き方 

菅 裕紀（株式会社ドリームインキュベータ） 
マーケティング・リベラルアーツのススメ 
-現場マーケッターが作る”社会人基礎力養成 PBL型授業”- 

手賀 直樹 
大学における学びと連携した企業課題解決力育成プログラムの提案 

村上 竜雄 
土着型専門職大学院構想 
～地域の課題を地域で解決するための教育イノベーション～ 
安藤 隆（株式会社 シンクロン） 
～リベラルアーツを通じてイノベーターを育てる～ 
産業界が求めるイノベーション志向人材育成コース 



 

 
 

セッション③ 産学連携リベラルアーツ教育力育成コース 

講師：杉本 和弘（東北大学 教授） ／ 松井 利之（大阪府立大学 教授） 

鈴木 修二（福島県） 
被災地域・条件不利地域における地域活力再生・創造事業の構想（試論） 

森山 育子（一般社団法人墨田区観光協会） 
魅力ある観光地域づくり(基礎編) 

大西 元 
「学術と職業の共在（きょうざい）」 ～国際協力・開発援助領域における実務家教員活用の方向性 

湯浅 尚樹（日本パレットレンタル株式会社） 
「実践社会人レジリエンス行動」シリーズ化 
― 幅広い世代が人生 100年時代を実現するために ― 

村井 武（ソニーグループ株式会社） 
法学教育質保証の端緒として － 企業法務に関するテストバンク導入 

戸村 良雄 
産学連携女性役員育成プログラム ー真の ESG経営の実現に向けて 

宮原 淳 
「面白いほどよくわかる損害保険論」 ～身近な保険から企業のリスクマネジメントまで～ 

古川 泰史 
新・教養学部構想（実務家教員×リベラルアーツ） 

 

2021年 12月 19日（日）午後の部 14:30～18:30 ●3 セッション 
セッション① リーダーシップ開発力育成コース 
講師：山口 和範（立教大学 教授） ／ 喜多 敏博（熊本大学 教授） 
前田 崇司 
小学校におけるリーダーシップ教育 
～カリキュラムデザインを通した担い手の育成～ 

渡辺 美春（ボーイングジャパン(株)） 
Generation Diversity 

石川 忠彦（イオンリテール株式会社） 
東南アジア経営論 

金子 隆直（株式会社ダン） 
デジタルネイティブのためのリーダーシップ入門 

井上 哲（株式会社ヴィンチェロ） 
グローバルリーダーを目指すリーダーシップ開発講座 

古賀 弘志（信州大学医学部付属病院） 
医学領域における産官学連携入門 



 

 
 

セッション② 産学連携リベラルアーツ教育力育成コース 

講師：大森 不二雄（東北大学 教授） ／ 都竹 茂樹（熊本大学 教授） 

田村 一彦 
企業の発信資料から企業を知ってみる。 
~企業そのものとして投資先として就職先としての情報にふれてみる～ 

橋本 かおり（SA・KURA企画事務所） 
地域共創論 ～チームビルディングと PBL から共創を学ぶ～ 

花塚 泰史 
社会課題解決に貢献する実践的データサイエンティスト教育 

山下 容子 
PBL講座 企業の社会的責任(CSR)  

石垣 正憲（トランジション総合研究所） 
学生事業家育成プログラム 

庄子 牧 
フィンランドとの協働学習プログラム 

皆川 乾介（七十七リサーチ＆コンサルティング株式会社） 
地域で学ぶ 

セッション③ 産学連携リベラルアーツ教育力育成コース 

講師：杉本 和弘（東北大学 教授） ／ 星野 聡孝（大阪府立大学 教授） 

安村 朗子 
博士後期課程院生のキャリア形成と教育的支援 

青木 隆（長野県） 
自治体職員政策研修センター設置構想（その先の自治体政策研究・研修センター設置構想） 

今西 直美 
「キャリアデザイン”超”入門」 

杵淵 政和 
技術組織リーダー視点のアカウンタビリティ教育 

山口 裕之 
システムズエンジニアリングを用いた技能修得のための学習目標のブロック配置方法 

森内 一朗（楽天銀行） 
地域企業との協業による実データを使った信用リスク管理、データ分析演習 

上村 要司（株式会社 Geo Laboratory） 
都市の課題解決に向けた施策検討の方法論を学ぶ 
～居住選択を題材に学生の主体的な学びを促す～ 

 


