
「新興事業＠東北！」研修は、いよいよ３期目を迎えます。 

 

東北被災地発のソーシャルビジネスを題材に、潜在的ビジ
ネスチャンスを見つけ、企業内社会起業家（ソーシャルイ
ントラプレナー）に求められるマインド、スキル、ネット
ワークを身につける研修です。 

 

一緒に“新しい価値を共創する”ソーシャルイントラプレ
ナーへの第一歩を踏み出しませんか！ 

 申込締切 ：10/3（金）18:00 

 連絡先 ：training@jebda.com 
ビジネス機会 

の発掘 

 実施主体 ：JEBDA（新興事業創出機構） 
 実施協力 ：スカイライト・ソーシャルイノベーション・ラボ（SSIL） 
 協賛・協力 ：社会起業大学、MAKOTO 

〜変革をリードするチェンジエージェントを目指す〜 

ソーシャルイントラプレナー研修「新興事業＠東北！」 
第３期 2015年６月開講 

✔
✔
✔ 



社会課題を起点にした事業戦略を考える！ 

事業から生み出す価値の提供先を、直接の事業対象者だけ
でなく、その先にある社会全体ととらえ、社会課題の解決
を起点に、自社の事業戦略にインパクトのある新興事業を
立案します。 

研修の特徴“ここが違う！” 

【ﾎﾟｲﾝﾄ①】ビジネスプラン構築力を養成 

通常業務ではなかなか経験できない事業立案
を、経験豊富なビジネスコンサルタント 
が丁寧に指導。 

【ﾎﾟｲﾝﾄ②】視察研修で東北の今を知る
ラーニングジャーニーでは、東北被災地で活
躍する起業家と交流し、復興の現状と社会課
題をつぶさに体感、大いに刺激を受けます。 

参加者の声 

社会課題を起点に事業アイデアを創出するこ
との重要さを体感できた 

 ラーニングジャーニー（現地ワーク）は刺
激的。自分自身の視野が大きく広がった 

 東北をベースに活躍されている起業家の方
々の熱い思いに触れる貴重な機会をいただ
いた 

 自分が本当にやりたことを真剣に考える機
会を得ることができた 

 熱い志をもつ仲間と出会えたことが一番の
成果 

変革をリードできる社内起業家を育成！ 

本研修では自社事業と繋がる「優れたビジネスの種」を見
つけ、提案力や組織を巻き込む力を高めるなど、社内起業
家（イントラプレナー）に必要なマインドとスキルを身に
つけることができます。 
 

自社組織に変革をもたらす、チェンジエージェントの育成
にもつながります。 

  B   ️  B  C    S 
 事業    事業対象者   社会全体 

 
 

  ▶       ▶ 
  ◀          ◀ 

【ﾎﾟｲﾝﾄ③】問題解決、調整能力の開発 

ユーザー、企業、自治体、NPOなどマルチス
テイクホルダーを巻き込む事業立案を通し、
粘り強く考え抜く力を養成。 

【ﾎﾟｲﾝﾄ④】研修サポートが充実 
東北被災地で活躍する事業家との交流・人脈
形成機会の提供、研修後の実践活動のサポー
トを随時させて頂きます。 

〜変革をリードするチェンジエージェントを目指す〜 

ソーシャルイントラプレナー研修「新興事業＠東北！」 

第３期 2015年６月開講 

 

社会課題と向き合い、ビジネス構築を考える独自のアプローチ！ 
 



学習効果を高める４つの仕掛け 

研修講師陣（予定） 

【研修ファシリテータ】             【ゲスト講師】 

鷹野 秀征 （ソーシャルビジネス、戦略的CSR） 
JEBDA代表。復興庁上席政策調査官（非常勤）。
アクセンチュア勤務後、2001年よりNPO支援・
CSR支援・社会起業家支援を実施。ベンチャー企
業役員を経て、震災後、企業CSR・東北の社会起
業家とネットワークを構築しJEBDAを設立。ソー
シャルウィンドウ(株)代表取締役。財団法人パブ
リックリソース財団理事、SVP東京パートナー。 

斉藤 学 （事業計画、プロジェクトマネジメント） 

JEBDA理事。スカイライトコンサルティング株式 
会社 ソーシャルイノベーション・ラボ リーダー。 

官公庁、大手民間企業を中心に社会変革に繋がる
IT プロジェクトに従事。 

PMI日本支部教育委員会委員長、北海道大学非常勤 
講師、早稲田大学非常勤講師、PMP 

東北被災地で活動す
る当事者のストー
リーをリアルに聞き、
対話を通じて共感す
ることで、今までと
違う視点と発想を産
み出しやすいマイン
ドを醸成します。 

事前課題をベースに
受講生が能動的に知
識を吸収し、議論中
心のセッションを通
じて、主体的に学ぶ
姿勢を鍛錬します。 

各回テーマを設定し、
アイデア創出の場と
して、学んだことを
確認し、アウトプッ
トできる機会をファ
シリテータがサポー
トします。 

セッション毎の
ショートプレゼン、
最終セッション時の
成果発表等を通じて、
広く自らの主張を伝
える鍛錬の場を提供
します。 

Learning Journey Workshop Active Learning Presentation 

竹井 智宏（一般社団法人MAKOTO 代表理事） 

名川 知志（野菜プラネット協会副理事長、JEBDA
フェロー） 

菅家 元志（Plainnovation代表、郡山ペップ子育て
ネットワーク企画部長） 

岩佐 大輝（GRAグループ代表、農業法人GRA代表取
締役CEO） 

※研修日程・内容によりゲスト講師は変更される可能性があります。 

実施概要 

 研修期間： 2015年６−９月（4か月） 

 研修日時：セッション開催の水曜日および金曜日、19:00-22:00（詳細は次ページご参照） 

 受講料：250,000円（税別） 
※各種割引制度があります。お問い合わせください。 

 定員：10名 

 ラーニングジャーニー×1回 （2泊3日の東北被災地訪問、交通費・食費・宿泊費別） 

 オリエンテーション、セッション×5回（東京都内、3時間／回）、受講者成果発表会  

 東北起業家ワークショップ×4回（東京都内、3時間／回） 



研修カリキュラム 

※カリキュラムの日程・内容は変更される可能性があります。 

【研修のお問い合わせ・申し込み】 

一般社団法人 新興事業創出機構 (JEBDA)                  training@jebda.com 

 

 

【基礎編に続く、実践編にもご注目！】 

 基礎編に続く実践編では現地事業者および異業種メンバーによる共同プロジェクトに参加。 

 ビジネスアイデアを社内提案できる形に構築していきます。新興事業創出プロセスをリアルに体験できます！ 

一般社団法人 新興事業創出機構 
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡5-12-55 NAViSビル １F Cocolin 
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-30-16-901 

基礎編、実践編の研修から、実際のプロジェクト推進、事業化へ！ 

基礎編 実践編 
社内PJ推進 

事業化 
問題意識 

ビジネス 
アイデア 

社内PJ 
提案 

課題解決 
事業 

   課題設定 ▶  ️解決策       事業計画づくり          新興事業創出 

No 時間 項目 会場 テーマ 

1 
6/10 

（水）（19:00-
22:00） 

オリエンテーション 東京 

・研修要項説明 
・ソーシャルイントラプレナーマインド 
・東北被災地でなぜソーシャルビジネスが生まれているのか？ 
・Learning Journey実施要項説明 
・チームビルディング 

2 
6/13-14 

（土日・2泊3日） 
ラーニングジャーニー 
（現地フィールドワーク） 

東北   
被災地 

・社会課題視点でのソーシャルイノベーション実現に必要なマインドセッ
トを被災地での体験を通じて獲得する 
（現地コーディネート：一般社団法人MAKOTO） 

3 
6/26 

（金）（19:00-
22:00） 

東北起業家ワークショップ① 東京 
・東北起業家の熱い志に触れ、課題解決先進地域である東北における災害
イノベーション事例を学ぶ。 
（ゲスト調整中） 

4 
7/8 

（水）（19:00-
22:00） 

セッション① 
Social Issueを設定する 

東京 

・ラーニングジャーニーを振り返り、解決すべき社会課題を抽出する 
・ソーシャルイシューとソーシャルインパクト 
・東北被災地でなぜソーシャルビジネスが生まれているのか？ 
（JEBDA代表 鷹野秀征） 

5 
7/22 

（水）（19:00-
22:00） 

セッション② 
ビジネスの種を見つけ出す 

東京 
・日本および世界のソーシャルビジネス事例から学ぶ 
・事業プラン検討（グループワーク） 

6 
7/24 

（金）（19:00-
22:00） 

東北起業家ワークショップ② 東京 
・東北起業家の熱い志に触れ、課題解決先進地域である東北における災害
イノベーション事例を学ぶ。 
（ゲスト調整中） 

7 
8/5 

（水）（19:00-
22:00） 

セッション③ 
ビジネスアイデアを練る 

東京 
・東北の実際の課題から解決策の仮説を立てる 
・事業プラン検討（グループワーク） 

8 
8/19 

（水）（19:00-
22:00） 

セッション④ 
事業として組み立てる 

東京 
・事業アイデアの検討とソーシャルインパクト評価 
・事業プラン検討（グループワーク） 

9 
8/21 

（金）（19:00-
22:00） 

東北起業家ワークショップ③ 東京 
・東北起業家の熱い志に触れ、課題解決先進地域である東北における災害
イノベーション事例を学ぶ。 
（ゲスト調整中） 

10 
9/2 

（水）   
（19:00-22:00） 

セッション⑤ 
事業性を評価する 

東京 
・事業の期待効果の評価（公益、他益、自益） 
・事業プラン検討（グループワーク） 
・成果発表会準備 

11 
9/18 

（金）（19:00-
22:00） 

東北起業家ワークショップ④ 東京 
・東北起業家の熱い志に触れ、課題解決先進地域である東北における災害
イノベーション事例を学ぶ。 
（ゲスト調整中） 

12 
9/30 

（水）（19:00-
22:00） 

受講者成果発表会 東京 
・これまで検討したビジネスアイデアをグループ毎に発表し、ネクストア
クションを宣言する 


